
社会福祉法人よいち福祉会現況報告書（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

0.8 0.0

220 8 70

7.2 40.3

0 8 0

(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）

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

中西安衛
無職 2 無 令和1年6月15日

R1.6.15 R3.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 3

(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

野村広司
宗教法人教会長 2 無 令和1年6月15日

R1.6.15 R3.6

2 2 180,000

(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

R1.6.15 R3.6 3 施設の管理者 1 有 3 職員給与のみ支給 3
亀尾浩

3 その他理事 1 常勤 令和1年6月15日 児童養護施設園長

2 無

R1.6.15 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 3
前田隆志

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月15日 農機具会社経営

2 無

R1.6.15 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 3
目黒幸隆

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月15日 無職

2 無

R1.6.15 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 3
那須昭行

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月15日 農業経営

2 無

R1.6.15 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 3
中道正俊

3 その他理事 2 非常勤 令和1年6月15日 葬祭社経営

2 無

R1.6.15 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 3 職員給与のみ支給 3
相坂茂昭

2 業務執行理事 1 常勤 令和1年6月15日 常務理事・法人本部長・児童事業本部長

2 無

R1.6.15 R3.6 3 施設の管理者 1 有 3 職員給与のみ支給 3
亀尾毅

1 理事長 平成25年5月8日 1 常勤 令和1年6月15日 理事長・総合施設長

(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

7 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

22,773,920

木村美紀 H31.1.28 R3.6
2 無 2 無 1

飲食店経営

中澤優子 H31.1.28 R3.6
2 無 2 無 1

介護保険事業経営

馬場龍彦 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

積丹町商工会会長

津沢誠 R1.10.7 R3.6
2 無 2 無 1

浄化槽会社経営

糖塚治 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

水産会社経営

R3.6
2 無 2 無 1

介護保険事業経営

稲見紫乃 H29.4.1 R3.6
2 無 1 有 1

社会福祉法人勤務・ケアハウス施設長

松山幸洋 H29.4.1 R3.6
2 無 2 無 1

商店経営

杉村由勝 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

https://www.fruit.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ fruit@fruit.or.jp

平成2年10月17日 平成2年10月30日

8 8 96,000

社会福祉法人よいち福祉会

北海道 余市郡余市町 黒川町19丁目1-2

0135-22-5350 0135-22-6025 1 有

01 北海道 408 余市郡余市町 01000 8430005008087 01 一般法人 01 運営中

北海道 磯谷郡蘭越町 字大谷289

北海道 余市郡仁木町 銀山2丁目247

北海道 余市郡仁木町 西町１丁目52
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社会福祉法人よいち福祉会現況報告書（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

2 民間からの賃借等 平成15年4月28日 10 1,240
101

高齢者事業

拠点区分

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） デイサービスセンターぷらっと・よいち

北海道 余市郡余市町 黒川町８丁目２６番地１ 2 民間からの賃借等

0.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 17 5,825

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成19年4月1日 0 3,409

ア建設費 0 48.930
101

高齢者事業

拠点区分

06260401 （公益）介護予防支援事業 地域包括支援センター受託事業

北海道 余市郡余市町 黒川町１２丁目６２番地１　イオン１F 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

0.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月1日 40 7,149

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年8月8日 12 3,712

ア建設費 0 0.000
101

高齢者事業

拠点区分

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有 3 自己所有

0.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月1日 13 3,930

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年8月8日 68 24,050

ア建設費 0 0.000
101

高齢者事業

拠点区分

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有 3 自己所有

7,656.250

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月1日 50 17,449

ア建設費 平成3年2月28日 97,786,917 686,016,036 816,078,221 1,599,881,174
101

高齢者事業

拠点区分

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成2年10月30日 0 0

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

00000001 本部経理区分 法人本部

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 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）

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

なし

なし

0

野村広司

中西安衛

令和3年3月31日 7 2
職員給与規程改定（高齢者）／法人会計補正予算／令和３年度事業計画／令和３年度法人会計予算／評議員選任・解任委員の選任／北海愛星学園施設整備計

画／建設委員会の設置／介護保険施設実地指導等に係る改善状況報告書の提出／介護保険事業変更届等

令和2年6月1日 7 2 令和元年度決算／令和元年度事業報告／定時評議員会の開催

令和2年10月30日 7 2 介護職員初任者研修の休止／法人会計補正予算

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2年6月17日 8 3 1 令和元年度決算／令和元年度事業報告

(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
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社会福祉法人よいち福祉会現況報告書（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　－　(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

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

（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

906.450

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成29年4月1日 26 8,598

ア建設費 0
203

ぬくもりの郷

拠点区分

03321101 有料老人ホームを経営する事業 サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

北海道 余市郡余市町 黒川町１５丁目７番地１１ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 24 7,726

ア建設費 0 880.320
202

ふるーつの郷

拠点区分

03321101 有料老人ホームを経営する事業 サービス付き高齢者向け住宅ふるーつの郷

北海道 余市郡余市町 黒川町７丁目１１番地 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

0.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成25年8月27日 40 0

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

201

介護職員初

任者研修拠

点区分

03321401 その他所轄庁が認めた事業 介護職員初任者研修

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 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）

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

104.000

イ大規模修繕 平成25年10月31日 7,067,903

1 行政からの賃借等 平成18年4月1日 60 24,212

ア建設費 平成24年6月20日 3,215,311 3,215,311
104

にき保育園

拠点区分

02091201 保育所 にき保育園

北海道 余市郡仁木町 西町１丁目５２番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和25年4月1日 0 195

ア建設費 0
103

児童養護施

設北海愛星

学園拠点区

分

02090501 子育て短期支援事業 児童養護施設北海愛星学園

北海道 磯谷郡蘭越町 字大谷２８９ 3 自己所有 3 自己所有

1,387.400

イ大規模修繕 平成13年10月25日 平成24年12月31日 46,725,000

3 自己所有 昭和25年4月1日 65 13,227

ア建設費 昭和62年12月23日 5,745,000 173,810,000 56,500,000 236,055,000
103

児童養護施

設北海愛星

学園拠点区

分

01020301 児童養護施設 児童養護施設北海愛星学園

北海道 磯谷郡蘭越町 字大谷２８９ 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和26年1月1日 0 5

ア建設費 0
102

児童養護施

設櫻ヶ丘学

園拠点区分

02090501 子育て短期支援事業 児童養護施設櫻ヶ丘学園

北海道 余市郡仁木町 銀山２丁目２４７番地 3 自己所有 3 自己所有

3,294.800

イ大規模修繕 平成19年1月23日 37,800,000

3 自己所有 昭和26年1月1日 90 28,469

ア建設費 昭和58年12月20日 393,739,000 393,739,000
102

児童養護施

設櫻ヶ丘学

園拠点区分

01020301 児童養護施設 児童養護施設櫻ヶ丘学園

北海道 余市郡仁木町 銀山２丁目２４７番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 1 95

ア建設費 0 0.000
101

高齢者事業

拠点区分

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

北海道 積丹郡積丹町 大字美国町字大沢３２６番地１ 3 自己所有 1 行政からの賃借等

1,450.780

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成28年4月1日 29 10,393

ア建設費 平成28年3月3日 0 588,779,000 904,240 589,683,240
101

高齢者事業

拠点区分

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 特別養護老人ホームゆうるり

北海道 積丹郡積丹町 大字美国町字大沢３２６番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成16年11月1日 0 5,029

ア建設費 0 0.000
101

高齢者事業

拠点区分

06321401 （公益）その他所轄庁が認めた事業 訪問配食サービス受託事業

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有 3 自己所有

32.680

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成26年5月1日 0 3,210

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション

北海道 余市郡余市町 黒川町１５丁目１４番地１６ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年5月1日 29 9,712

ア建設費 0 119.340
101

高齢者事業

拠点区分

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１５丁目７番地１１ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

23.330

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成24年5月15日 0 4,814

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 訪問介護事業所ヘルパーステーションふるーつ

北海道 余市郡余市町 黒川町１５丁目１４番地１６ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 0 3,845

ア建設費 0 0.000
101

高齢者事業

拠点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち

北海道 余市郡余市町 黒川町１９丁目１番地２ 3 自己所有 3 自己所有

85.303

イ大規模修繕

ア建設費 0
101

高齢者事業

拠点区分

イ大規模修繕

平成23年4月1日 10 1,286

ア建設費 0 96.970
101

高齢者事業

拠点区分

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） デイサービスセンターよいち銀座はくちょう

北海道 余市郡余市町 黒川町２丁目９１番地 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等
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11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

地域における公益的な取

組⑨（その他）

看護職の実習受け入れ 余市町・積丹町／高齢者各事業

地域における公益的な取

組⑨（その他）

福祉出前講座・研修講座への講師派遣 余市町／特養・居宅介護

町内中学・高校等へ出前講座、道指定研修講座への講師派遣等実施、地域の高齢者福祉従事者の育成に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

介護職の実習受け入れ 余市町・積丹町／高齢者各事業

認知症介護研修、中学から大学の実習生を受入れ、地域の高齢者福祉・認知症高齢者福祉従事者の育成に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

余市町交通安全協会加入 余市町／特養

同会に加入し、安全運動期間中の街頭運動等に参加、地域の交通安全啓発に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

余市町雇用促進協議会加入 余市町／特養

同会に加入し、地域の企業就職者の育成・確保の推進に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

余市警察署警察官友の会入会 余市町／特養

同会に入会、余市警察署と連携した防犯活動・情報共有を行い、地域の防犯啓発に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地元区会との防災協定 余市町／特養・ＧＨ　積丹町／特養

施設が所在する区会と防災に関する協定を締結し、相互の地域防災啓発連携を実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

余市グループホーム連絡協議会との防災協定 余市町／特養・ＧＨ

町内の他ＧＨが被災した場合に、特養・ＧＨ等機能を活用し、各ＧＨのＢＣＰを支援

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）

市町村商工会議所加入 余市町・積丹町・蘭越町／法人各事業所

各事業所所在の余市・積丹・蘭越各商工会議所へ入会、地域関係者とのネットワークづくりを実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

福祉避難所の指定受託 余市町／特養　積丹町／特養

余市町からの福祉避難所指定依頼を受託し、地域の高齢者福祉・防災対策に寄与

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）

独居男性高齢者向け料理教室の開催 余市町／包括支援センター

町内の独居高齢者男性を対象とした料理教室を、町食改善推進員会と協働開催し、地域の高齢者福祉に寄与

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）

地域ケア会議の開催 余市町／包括支援センター

各福祉関係機関等参加のもと、包括主体で地域ケア会議を開催、地域支援及びネットワークづくりを実施

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）

介護予防教室プールウォーキングの開催 余市町／包括支援センター

町内在住の高齢者を対象とした介護予防教室を余市町水泳協会と協働開催し、地域の高齢者福祉に寄与

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）

認知症サポーター研修の開催 余市町／包括支援センター

町内の区会や企業体等に対して認知症サポーター研修を実施し、地域の高齢者福祉に寄与

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）

福祉制度等出前講座の開催 余市町／包括支援センター・居宅介護・特養

町内各民生委員協議会や地域団体に対し、福祉制度についての説明・周知を図り、地域の高齢者福祉に寄与

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）

町民向け研修会の開催 余市町／包括支援センター・特養　積丹町／特養

町民向けの福祉セミナーを開催し、地域福祉に寄与

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）

社会福祉法人等による利用者負担軽減措置 余市町／フルーツ・シャトーよいち

短期入所生活介護等利用者負担軽減措置を実施し、地域の高齢者を支援している

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）

家賃等減免 余市町／サービス付き高齢者向け住宅

入居希望者に対し、福祉事務所と連携して生活保護受給者を対象とした家賃等減免を実施、要支援者を支援

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）

法人安否確認サービス 余市町／法人本部

希望する高齢者宅に見守り機器AN-PI君を安価で設置し安否確認を行い、地域の高齢者福祉に寄与

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）

余市町訪問配食サービス事業受託運営 余市町／フルーツ・シャトーよいち

余市町内高齢者の栄養管理・安否確認を目的とした配食サービスを行い、地域の高齢者福祉に寄与

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

介護総合相談センターの開設 余市町／包括支援センター・居宅介護・特養

３６５日介護相談窓口「介護総合相談センターあったか」をイオン店内に設置、要支援者の相談体制を整備

地域における公益的な取

組⑨（その他）

授業・講座等への職員派遣 法人各事業所

福祉人材を養成する各種学校の授業や講座へ職員を派遣し、福祉人材育成の支援をおこなう

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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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）

里親家庭への支援 後志地区／櫻ヶ丘学園

里親家庭への訪問・相談などの支援。研修会の会場提供、職員派遣等

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域行事への企画運営への協力 蘭越町・余市町・仁木町／北海愛星学園・にき保育園・櫻ヶ丘学園

地域行事の企画運営へ協力・参加し地域のつながり、振興に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域交流スペースの無償解放 仁木町／櫻ヶ丘学園

地域のスポーツ少年団の活動等において地域交流スペースの無償解放し、児童の健康・体力の増進に寄与

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

に対する相談支援）

施設退所者・退所児童に対する継続的な支援 北海愛星学園・櫻ヶ丘学園

退所児童及び保護者に対する育児相談・育児状況把握。退所児童に対する生活支援・相談対応

地域における公益的な取

組⑨（その他）

児童福祉人材育成支援 北海愛星学園・櫻ヶ丘学園・にき保育園

児童福祉を志す人材の実習・研修の受入。実習・研修経費の補助を行い学習機会の増進に寄与

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）

子育て短期支援事業 余市町・仁木町・蘭越町・積丹町・古平町・小樽市／児童養護施設

児童を養育している家庭の保護者が疾病や就労等により養育が一時的に困難になった場合、一時的に養育する

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）

食費等の減免 余市町・仁木町・蘭越町・積丹町・古平町・小樽市／児童養護施設

子育て短期支援事業における食事の無償提供及びその他費用の減免

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）

仁木町青少年問題検討委員就任 仁木町／櫻ヶ丘学園

仁木町青少年問題検討委員として委嘱を受け、地域住民の児童福祉及び支援に貢献

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）

児童養護施設長の主任児童委員就任 仁木町／櫻ヶ丘学園

仁木町主任児童委員として委嘱を受け、地域住民の福祉の発展に貢献

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）

仁木町生徒指導連絡協議会理事就任 仁木町／にき保育園

仁木町生徒指導連絡協議会理事として委嘱を受け、生徒指導及び地域住民への啓発活動支援に貢献

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）

仁木町交通安全推進委員会委員就任 仁木町／にき保育園

仁木町交通安全推進委員として委嘱を受け、交通事故防止や交通安全の事業に貢献

地域における公益的な取

組⑨（その他）

絵本の一般貸出 仁木町／地域子育て支援拠点おおきな木

地域子育て支援拠点おおきな木絵本コーナーを一般開放し、絵本の貸出しによる子育て支援に貢献

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）

仁木町特別支援教育連携協議会委員就任 仁木町／にき保育園

仁木町特別支援教育連携協議会委員として委嘱を受け、障がい児童の支援に貢献

地域における公益的な取

組⑨（その他）

にき保育園　園庭開放 仁木町／にき保育園

子育て親子に保育園遊具などを定期的に無償開放し、遊びの場提供として子育て家庭を支援

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）

学校との連携による体験事業受け入れ 仁木町／にき保育園

小・中学生の保育園訪問や体験交流など学校と連携を図り、学校事業の受入を行っている

地域における公益的な取

組⑨（その他）

公衆浴場の開設 積丹町／特養

町および町民からの要望を受け、特養併設の地域交流スペース及び公衆浴場を開設・運営、地域住民を支援

地域における公益的な取

組⑨（その他）

保育園遊戯室の無償開放 仁木町／にき保育園

地域児童のダンス教室として保育園遊戯室を無償開放し、レッスン会場として地域活動に貢献

地域における公益的な取

組⑨（その他）

施設視察の受け入れ 余市町・積丹町／高齢者各事業

町内外・道内外を問わず、各行政機関・民間団体等視察要望を受入れ、広く高齢者福祉事業支援・認知に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域交流スペースの減免・無料貸し出し 余市町／特養

地域の区会・病院・福祉系団体・運動団体に地域交流スペースを貸し出し、福祉教育・健康増進に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域開放行事の開催 蘭越町／北海愛星学園

住民・後援会・ボランティア等で地域開放を開催、ネットワークづくりを実施

地域における公益的な取

組⑨（その他）

北海道認知症の人を支える家族の会入会 余市町／特養

北海道認知症の人を支える家族の会に加入し、地域の認知症高齢者福祉に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

各種団体ボランティアの受け入れ 余市町・積丹町／高齢者各事業

傾聴やクラブ活動等町内外各ボランティア団体を広く受入れ、地域団体・住民と利用者との交流を図っている

地域における公益的な取

組⑨（その他）

余市町社会福祉協議会加入 余市町／特養

余市町社会福祉協議会に加入し、地域福祉の充実に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）
看護実習生の高齢者各事業での実習を受入れ、地域医療を支える看護師育成に寄与
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社会福祉法人よいち福祉会現況報告書（令和3年4月1日現在） 別紙１

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

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有

にき保育園 平成27年度

フルーツ・シャトーよいち 平成29年度

児童養護施設櫻ヶ丘学園 令和元年度

児童養護施設北海愛星学園 令和元年度

1 有

1,411,990,269

2,602,487

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域神社祭典への子ども神輿の単独参加 蘭越町／北海愛星学園

地域神社祭典への子ども神輿を園単独で参加。地域住民との交流をはかるとともに、地域行事の活性化に寄与

地域における公益的な取

組⑨（その他）

日本財団チャリティー自動販売機の設置 余市町／サービス付き高齢者向け住宅

チャリティー自販機を設置し、日本財団社会貢献プロジェクト(子ども貧困対策支援）に協力

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）

蘭越町生活指導連絡協議会への参加 蘭越町／北海愛星学園

生活指導連絡協議会における巡回指導等に参加協力し、地域の青少年の健全育成・生活指導の充実に寄与
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