














社会福祉法人北海道社会事業協会

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

(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

0.0 0.6

2,104 0 641
0.0 371.1

13 0 1

(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）

板垣洋公認会計士事務所 7,200,000 2 無 板垣洋公認会計士事務所 7,200,000

3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 8

坂下　智恵子 前本会⺟子⽣活⽀援施設⻑ 1 有 令和2年9⽉17⽇
R2.9.17 R3.6 6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 5

(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

磯田　憲和 前本会駒⿃保育所⻑ 1 有 令和1年6⽉21⽇
R1.6.21 R3.6

2 2 497,280

(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、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑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 有
R1.6.21 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白川　賢一 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉21⽇ 北海道対がん協会専務理事

2 無
R1.6.21 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 5⿊⽊　俊郎 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉21⽇ 弁護士

1 有
R1.6.21 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 6伊東　和紀 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉21⽇ 元㈱HBA顧問

2 無
R1.6.21 R3.6 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ⽀給 6柿⽊　滋夫 3 その他理事 2 非常勤 令和1年6⽉21⽇ 本会⼩樽病院⻑

2 無
R1.6.21 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 2 理事報酬のみ⽀給 6大久保　善之 2 業務執⾏理事 1 常勤 令和1年6⽉21⽇ 本会常務理事

2 無
R1.6.21 R3.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに⽀給 6吉田　秀明 1 理事⻑ 平成27年3⽉1⽇ 1 常勤 令和1年6⽉21⽇ 本会理事⻑･余市病院⻑

(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名以上10名以内 6 2 特例無

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⻑への就任
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

32,741,920

湯浅　國勝 H29.4.1 R3.6 1 有 2 無 2社会福祉法人北海道社会福祉協議会 元事務局⻑

濱田　剛一 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2学校法人札幌国際大学 教授

⻄林　寛昌 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2特定社会保険労務士

⽵⾕　千⾥ H29.4.1 R3.6 1 有 2 無 2公益財団法人北海道⻘少年育成協会　会⻑

R3.6 1 有 2 無 2北海道信⽤保証協会　参与

高⽊　洋 H29.4.1 R3.6 1 有 2 無 2公⽴大学法人札幌医科大学　副理事⻑

後藤　良一 H29.4.1 R3.6 1 有 1 有 2英仁会介護⽼人保健施設虹ヶ丘　施設⻑

瓜田　豊 H29.4.1 R3.6 2 無 2 無 2中⼩企業診断士

高田　久 H29.4.1

(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

http://ssl.hokushakyo.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ y.iguchi@hokushakyo.jp
昭和27年5⽉17⽇ 昭和27年5⽉26⽇

7名以上11名以内 8 0

社会福祉法人北海道社会事業協会
北海道 札幌市 中央区北4条⻄6丁目1番1
011-221-0611 011-251-0267 2 無

01 北海道 100 札幌市 01100 2430005000677 01 一般法人 01 運営中



社会福祉法人北海道社会事業協会

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

(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

41,267,626

駒⿃保育所
02091201 保育所 駒⿃保育所
イ大規模修繕 平成9年3⽉1⽇ 平成15年7⽉15⽇ 平成30年6⽉8⽇ 令和1年12⽉4⽇ 令和2年7⽉16⽇

昭和27年6⽉1⽇ 20 14,202
ア建設費 昭和57年1⽉11⽇ 9,780,000 115,000,000 44,000,000 168,780,000 1,156.200020

⺟子⽣活⽀
援施設すず
らん拠点区
分

01020201 ⺟子⽣活⽀援施設 ⺟子⽣活⽀援施設すずらん
北海道 札幌市中央区 北1条東8丁目 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

新型コロナウイルス感染症に対しては引き続き積極的に⾏政と連携して診療においても協⼒し、
社会が感染症から脱せられるよう尽⼒することで公的医療機関としての役割を果たすよう努める。

新型コロナウイルス感染症関連の⽀援⾦等により収⽀状況の改善がみられる一⽅、設備資⾦借⼊⾦の
返済猶予など今後の法人運営に影響を及ぼし得る新たな要因も発⽣しているところである。
職員一体となりこの難局を乗り越え、引き続き公的医療機関としての役割を果たすよう努めること。

2

磯田　憲和、坂下　智恵子

令和3年2⽉1⽇ 7 2
①富良野病院の移動型Ⅹ線装置の購⼊について ②岩内病院の超⾳波画像診断装置（COVIDー19専⽤病棟⽤）の購⼊について ③余市病院の超⾳波画像診断装置
（臨床検査科⽤）の購⼊について ④余市病院の超⾳波画像診断装置（救急外来⽤）の購⼊について ⑤余市病院の全⾝⽤Ⅹ線ＣＴ診断装置の購⼊について ⑥帯広病
院のプレハブ外来診療所設置について

令和3年3⽉5⽇ 6 2
①函館病院の内視鏡システムの購⼊について ②富良野病院の医⽤画像情報システム一式の購⼊について ③規程の一部改正について ④令和2年度 資⾦収⽀予算補正につ
いて
⑤令和3年度 事業計画及び予算書について

令和2年11⽉19⽇ 7 2

①⼩樽病院の超⾳波画像診断装置（婦人科⽤）の購⼊について ②⼩樽病院の超⾳波画像診断装置（臨床検査科⽤）の購⼊について ③⼩樽病院の超⾳波画像診断装
置（救急外来⽤）の購⼊について ④⼩樽病院の超⾳波画像診断装置（⼩児科⽤）の購⼊について ⑤帯広病院の超⾳波画像診断装置（COVIDー19専⽤病棟⽤）の
購⼊について ⑥帯広病院の超⾳波画像診断装置（救急外来⽤）の購⼊について ⑦帯広病院のセントラルモニタ及びベッドサイドモニタの購⼊について ⑧帯広病院の回診⽤Ⅹ
線撮影装置の購⼊について ⑨帯広病院の診断⽤Ⅹ線撮影装置の購⼊について ⑩帯広病院の⾎液浄化装置の購⼊について ⑪富良野病院の⾎液浄化装置の購⼊について
⑫富良野病院の全⾝⽤Ⅹ線ＣＴ診断装置の購⼊について

令和2年12⽉4⽇ 7 2
①函館病院のボイラー設備更新について
②余市病院の病棟モニタリングシステムの購⼊について
③洞爺病院の許可病床数の変更について

令和2年9⽉4⽇ 7 1
①監事候補者について
②臨時評議員会の招集事項について
③新規融資の申込について

令和2年10⽉16⽇ 7 2
①余市病院の帰国者・接触者外来設置について
②富良野病院の新型コロナウイルス感染症検査機器の購⼊について
③岩内病院の全自動化学発光酵素免疫測定機器の購⼊について
④岩内病院の医⽤テレメータ及びベッドサイドモニタの購⼊について

令和2年6⽉5⽇ 7 1
①平成元年度事業決算について ②富良野病院の免疫・⽣化学自動分析装置更新について ③⺟子⽣活⽀援施設すずらん 要望等解決委員の選任について ④駒⿃保育所
要望等解決委員の選任について ⑤⺟子⽣活⽀援施設、保育所職員給与及び旅費規程の一部改正について ⑥ハラスメント防⽌に関する規程の制定等について ⑦規程の一部
改正について ⑧定時評議員会の招集事項について

令和2年7⽉8⽇ 7 1 ①余市病院の「北後志感染制御検査センター（仮称）」設置について

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2年9⽉17⽇ 8
①定款の一部変更について
②監事の選任について

令和2年6⽉20⽇ 8 ①令和元年度 事業決算について
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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

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）

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

令和1年8⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0060 余市病院拠

点区分

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 医療援護事業
北海道 余市郡余市町 ⿊川町19丁目1番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 令和1年8⽉1⽇ 0 0
ア建設費 0050 ⼩樽病院拠

点区分

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 医療援護事業
北海道 ⼩樽市 住ノ江1丁目6番15号 3 自己所有

イ大規模修繕

平成31年4⽉1⽇ 0 9,137
ア建設費 0100 洞爺病院拠

点区分

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 訪問看護ステーション「コスモス」
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町125番地46 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成30年10⽉1⽇ 0 1,353
ア建設費 0070 岩内病院拠

点区分

06260104 （公益）居宅サービス事業（訪問リハ） 岩内協会病院指定訪問リハビリテーション事業所
北海道 岩内郡岩内町 字高台209番2 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成9年7⽉1⽇ 0 1,021
ア建設費 0110

介護⽼人保
健施設ふら
の拠点区分

06260109 （公益）居宅サービス事業（短期⼊所療養介護） 介護⽼人保健施設ふらの
北海道 富良野市 住吉町1番25号 2 ⺠間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年7⽉1⽇ 30 4,064
ア建設費 0110

介護⽼人保
健施設ふら
の拠点区分

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） 介護⽼人保健施設ふらの
北海道 富良野市 住吉町1番25号 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和27年5⽉17⽇ 0 0
ア建設費 0010 本部拠点区

分

00000001 本部経理区分 本部
北海道 札幌市中央区 北4条⻄6丁目1番1 4 その他 2 ⺠間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年7⽉1⽇ 0 826
ア建設費 0110

介護⽼人保
健施設ふら
の拠点区分

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 介護⽼人保健施設ふらの指定居宅⽀援事業所
北海道 富良野市 住吉町1番25号 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 1,273
ア建設費 0100 洞爺病院拠

点区分

06260301 （公益）居宅介護⽀援事業 居宅介護⽀援事業所「えんじゅ」
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町125番地46 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5⽉1⽇ 0 4,130
ア建設費 0

3,192,510

070 岩内病院拠
点区分

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） 岩内協会病院指定通所リハビリテーション事業所「ななかまど」
北海道 岩内郡岩内町 字高台209番2 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 平成23年7⽉20⽇ 平成29年3⽉22⽇

平成14年8⽉1⽇ 0 4,674
ア建設費 平成14年7⽉31⽇ 300,000 44,700,000 85,000,000 130,000,000 575.500100 洞爺病院拠

点区分

06260107 （公益）居宅サービス事業（通所リハ） デイケアセンター「あいりす」
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町125番地46 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 0 0
ア建設費 0100 洞爺病院拠

点区分

06260104 （公益）居宅サービス事業（訪問リハ） 訪問リハビリテーション「アスター」
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町125番地46 3 自己所有

イ大規模修繕

平成25年4⽉1⽇ 0 4,159
ア建設費 0110

介護⽼人保
健施設ふら
の拠点区分

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） ⽼健ふらの訪問看護ステーション
北海道 富良野市 住吉町1番25号 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12年4⽉1⽇ 0 3,424
ア建設費 0070 岩内病院拠

点区分

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 訪問看護ステーション「のぞみ」
北海道 岩内郡岩内町 字高台209番2 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4⽉1⽇ 0 7,972
ア建設費 0100 洞爺病院拠

点区分

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ヘルパーステーションあじさい
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町125番地46 3 自己所有 3 自己所有

18,195.110
イ大規模修繕 平成23年6⽉9⽇ 平成23年7⽉25⽇ 平成29年1⽉31⽇ 令和3年1⽉18⽇ 3,546,095

3 自己所有 昭和17年6⽉9⽇ 199 86,771
ア建設費 平成15年3⽉28⽇ 2,440,450 932,163,000 3,590,000,000 4,524,603,450

8,145,000

100 洞爺病院拠
点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 洞爺病院
北海道 虻田郡洞爺湖町 高砂町126番地 3 自己所有

イ大規模修繕 平成25年8⽉31⽇ 令和2年12⽉18⽇

平成9年7⽉1⽇ 100 25,813
ア建設費 平成9年6⽉30⽇ 13,200,000 117,000,000 840,000,000 970,200,000 4,571.330110

介護⽼人保
健施設ふら
の拠点区分

02180101 ⽣計困難者に対する無料低額⽼健利⽤事業 介護⽼人保健施設ふらの
北海道 富良野市 住吉町1番25号 1 ⾏政からの賃借等 3 自己所有

18,708.790
イ大規模修繕 平成19年4⽉28⽇ 平成26年12⽉25⽇ 令和2年11⽉1⽇ 令和2年12⽉9⽇ 令和3年2⽉3⽇ 26,650,685

3 自己所有 昭和14年9⽉16⽇ 255 184,848
ア建設費 平成19年3⽉16⽇ 9,032,000 530,941,000 3,570,000,000 4,109,973,000

183,917,745

090 富良野病院
拠点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 富良野病院
北海道 富良野市 住吉町1番30号 3 自己所有

イ大規模修繕 令和2年10⽉31⽇ 令和2年11⽉30⽇ 令和2年12⽉11⽇ 令和3年1⽉31⽇ 令和3年2⽉17⽇

昭和12年12⽉25⽇ 300 232,504
ア建設費 平成11年2⽉3⽇ 296,388,990 878,411,000 4,731,500,000 5,906,299,990 22,452.380080 帯広病院拠

点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 帯広病院
北海道 帯広市 東5条南9丁目2 3 自己所有 3 自己所有

13,208.640
イ大規模修繕 平成29年9⽉30⽇ 平成30年2⽉28⽇ 令和2年4⽉27⽇ 令和2年5⽉23⽇ 令和2年11⽉16⽇ 603,097,280

3 自己所有 昭和41年3⽉1⽇ 172 74,748
ア建設費 平成14年2⽉28⽇ 1,683,000 643,317,000 2,673,000,000 3,318,000,000

90,589,000

070 岩内病院拠
点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 岩内病院
北海道 岩内郡岩内町 字高台209番2 1 ⾏政からの賃借等

イ大規模修繕 令和2年6⽉22⽇ 令和2年9⽉15⽇ 令和2年11⽉30⽇ 令和2年12⽉15⽇ 令和3年1⽉31⽇

昭和14年1⽉7⽇ 170 88,915
ア建設費 平成4年11⽉18⽇ 313,140,450 223,618,000 2,500,000,000 3,036,758,450 10,252.260060 余市病院拠

点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 余市病院
北海道 余市郡余市町 ⿊川町19丁目1番地1 3 自己所有 3 自己所有

14,194.990
イ大規模修繕 平成25年1⽉31⽇ 平成30年3⽉9⽇ 平成30年3⽉29⽇ 令和2年11⽉30⽇ 令和3年1⽉29⽇ 65,514,212

3 自己所有 大正14年9⽉1⽇ 240 127,359
ア建設費 平成8年10⽉15⽇ 1,484,291,556 191,806,000 2,870,000,000 4,546,097,556

45,900,146

050 ⼩樽病院拠
点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 ⼩樽病院
北海道 ⼩樽市 住ノ江1丁目6番15号 3 自己所有

イ大規模修繕 平成29年7⽉31⽇ 令和2年3⽉23⽇ 令和2年4⽉1⽇ 令和3年2⽉26⽇

昭和14年7⽉14⽇ 286 130,370
ア建設費 平成18年10⽉25⽇ 15,932,000 579,468,000 3,382,000,000 3,977,400,000 17,883.780040 函館病院拠

点区分

02170101 ⽣計困難者に対する無料低額診療事業 函館病院
北海道 函館市 駒場町4番6号 3 自己所有 3 自己所有

796.900
イ大規模修繕 平成22年3⽉30⽇ 平成23年3⽉17⽇ 平成29年3⽉8⽇ 平成29年11⽉5⽇ 平成31年4⽉29⽇ 8,290,360

3 自己所有 昭和30年4⽉1⽇ 90 22,805
ア建設費 平成19年2⽉9⽇ 79,410,500 98,727,000 40,000,000 218,137,500030 駒⿃保育所

拠点区分
北海道 札幌市中央区 北1条東8丁目 3 自己所有



社会福祉法人北海道社会事業協会

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　－　(3)収益事業

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
　　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⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･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

1 有
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

2 無

24,695,044,056
907,111,132

3,013,588,664

施設名 直近の受審年度

2 無
2 無
2 無
2 無
2 無
2 無

0
0
0

0

0
0
0
0

0

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

（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

1,999.210
イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年4⽉1⽇ 90 80
ア建設費 昭和62年2⽉17⽇ 170,524,000 134,276,000 304,800,000

（イ）修繕費合計額（円）

120

北海道社会
事業協会帯
広看護専門
学校拠点区

04330201 看護師養成施設 帯広看護専門学校
北海道 帯広市 東5条南13丁目1 3 自己所有

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）

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
類
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