
社会福祉法人　北海道光生舎現況報告書（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

(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 218 赤平市 01000 7430005007429 01 一般法人 01 運営中

北海道 札幌市東区 北３９条東１５丁目５３７番地１０

社会福祉法人　北海道光生舎

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地

0125-32-3221 0125-32-5176 1 有

(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.koseisha.or.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ koseisha@nifty.com

昭和34年5月22日 昭和34年6月9日

7名以上9名以内 8 800,000

社会福祉法人雨竜園理事長

畠山　かおる R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

畠山かおる司法書士事務所代表

R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

赤平市議会議員

名久井　さとし R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

元歌志内市立病院事務長

北村　享司 R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

元赤平市百戸町内会長

若山　武信 R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

赤平市議会議員

北市　　 勲 R3.6.22

宇戸　啓隆 R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 0

株式会社サンキュー赤平薬局代表取締役会長

阿部　浩保 R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 2 無 2

赤平ファミリー歯科クリニック院長

猪股　旬雄 R3.6.22 R7.6の定時評議員会の終結時まで
2 無 1 有 2

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 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
三上　洸二

2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月22日 社会福祉法人北海道光生舎副理事長

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 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
髙江　智和理

1 理事長 平成13年5月28日 1 常勤 令和3年6月22日 社会福祉法人北海道光生舎理事長

(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名以上8名以内 7 1 特例有

(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

48,120,000

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 3 施設の管理者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 6
谷　　　  亨

2 業務執行理事 2 非常勤 令和3年6月22日 光生舎ワークショップ施設長

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 6
丸山　　 健

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 丸山健法律事務所代表

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 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
平田　則秀

2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月22日 社会福祉法人北海道光生舎常務理事

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 5
藤原　　 税

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 社会福祉法人赤平市社会福祉協議会会長

2 無

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 4 その他 2 無 2 理事報酬のみ支給 6
鈴井　康裕

3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月22日 新十津川町議会議員

5 財務管理に識見を有する者（税理士） 4

杉川　英雄
元社会福祉法人北海道光生舎常務理事 2 無 令和3年6月22日

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで 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

坂本　和繁
税理士法人エルムパートナーズ代表 2 無 令和3年6月22日

R3.6.22 R5.6の定時評議員会の終結時まで

2名 2 60,000

(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）

札幌監査法人 3,000,000 2 無 札幌監査法人 3,000,000

19 0 1

(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

0.0 0.7

349 41 131

33.0 66.8
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社会福祉法人　北海道光生舎現況報告書（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

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

2中間監査時に会計士と検討します。

3介護保険事業及び障害者支援施設等について

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

令和4年3月28日 8 0 0 0 1.定款変更について（書面決議）

令和3年6月22日 8 4 2 0
1.令和2年度事業報告の承認について　2.令和2年度計算書類の承認について　会計士監査報告について　監事監査報告について　3.社会福祉充実残額の承認

について　4.理事・監事の選任について　5.理事・監事の報酬について　6.就任承諾書および誓約書について

令和3年4月14日 8 4 2 0
1.報告事項　①令和2年度決算見込みについて　②令和3年度経営計画・設備計画について　③令和3年度当初予算について　2.理事退任による退職慰労金につ

いて　3.評議員会の今後の開催予定について

(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

令和3年6月4日 6 2

1.令和2年度事業報告の承認について　2.令和2年度計算書類の承認について　3.社会福祉充実残額の算定について　4.会計士監査報告について　5.監事監査報告につい

て　6.夏期賞与の支給について　7.施設整備について　8.施設運営規程の改定について　9.労災事故に係る慰謝料等支払いについて　10.理事・監事候補者の推薦案につい

て　11.理事・監事の報酬案について　12.評議員候補者の推薦案について　13.評議員選任解任委員選任および会議開催について　14.評議員会の開催について

令和3年6月22日 7 2
1.理事の委嘱定について　2.監事の委嘱について　3.理事長の選任について　4.副理事長の選任について　5.常務理事の選任について　6.担当理事の選任について　7.施設

運営規程の改定について　8.就任承諾書および誓約書について

1

(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4年1月25日 7 2

1.令和4年度経営計画策定について　2.経理規程の改定について　3.就業規則等の改定について　4.退職金制度の見直しと規程の改定について　5.ＧＨの開設並びに施設

運営規程の改定について　6.給与明細書等の電子化について　7.㈱光生舎への営業所設備等の売買について　8.㈱光生舎との建物賃借契約について　9.施設整備について

10.託児所および相談支援事業所の移転について　11.建設委員会の設置について　12.職員研修会の開催について

令和4年3月25日 7 1

1.令和3年度決算見込みについて　2.令和３年度補正予算について　3.令和４年度当初予算について　4.令和4年度経営計画・設備計画について　5.令和4年度運転資

金借入限度額について　6.令和4年度給与査定・昇任昇格について　7.諸規程の改定について　8.施設運営規程の改定について　9.施設整備について　10.役員等賠償責任

保険契約について　11.運搬委託契約について　12.調理業務委託契約について　13.きっずていくさくらんぼの運営規程および建物賃貸借契約と開所式について　14.定款変更

について　15.評議員会の書面決議について

令和3年9月24日 7 2

1.所長人事について　2.更正予算について　3.冬期賞与の支給について　4.燃料手当の支給について　5.最低賃金の改定について　6.就業規則・諸規程の改定について　7.

施設運営規程の改定について　8.施設外就労業務請負契約について　9.輸送委託契約の締結について　10.不動産取得について　11.札幌新規就労移行支援事業所につ

いて　12.芦別市からの事業移譲について

令和3年11月25日 7 1 1.更正予算について　2.冬期賞与支給状況について　3.札幌監査法人による会計士監査の結果について　4.施設運営規程の改定について　5.施設整備について

0

坂本　和繁

杉川　英雄

3各拠点間の資金の貸借について、監査法人と相談のうえ、今後の処理をご検討下さい。

4消費税の計上方法ですが、年度末に一括経費計上されていますが、これでは3月決算で一気に利益が

　減額されますので、月々の決算で推定計上出来ないか検討願います。

1ゆいま＝るの利用率が、なかなか向上しません。

　ケアマネージャーとの接触は十分にされているようですので

　改善するには、サービスの質の向上が急務と思われます。

　何が不足しているか検証し、サービスの向上に取り組んでください。

2役員退職引当金について、決算時に見合いの資産として

　固定資産の部に計上していますが、引当金について見合い資産を計上する必要があるかどうか検討願います。

　今後は、老健・自宅等からの入所者を増やすべくアプローチをかけています。

　サービス向上についても、看取り等のサービスを開始する様に準備中です。

　当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲において繰入れを検討していきます。

4来期予算にて検討します。

1利用率の低い原因としては、病院からの入所が多く、元々の持病により

　入院日数が多くなり、その後、施設に戻れず退所するケースが多くなっています。

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
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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

③事業所の所在地

093
クリーナース

拠点区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎クリーナース

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和34年9月2日 0 0

ア建設費 0
100

法人本部拠

点区分

00000001 本部経理区分 光生舎クリーナース

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

昭和34年9月2日 20 4,116

ア建設費 0
093

クリーナース

拠点区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎クリーナース

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和34年9月2日 35 9,748

ア建設費 379,145,000 172,855,000 552,000,000

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和34年9月2日 15 3,812

ア建設費 0
093

クリーナース

拠点区分

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 光生舎クリーナース

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

002
メディック・エ

ル拠点区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎メディック・エル

北海道 赤平市 百戸町西１丁目２番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成23年4月1日 2 10

ア建設費 0
093

クリーナース

拠点区分

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 光生舎クリーナース短期入所事業所

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

昭和44年4月1日 30 9,191

ア建設費 平成10年4月1日 0
002

メディック・エ

ル拠点区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎メディック・エル

北海道 赤平市 百戸町西１丁目２番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和44年4月1日 30 9,191

ア建設費 平成10年4月1日 325,862,496 95,158,036 421,020,532

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 30 5,706

ア建設費 440,619,833 132,812,259 573,432,092
002

メディック・エ

ル拠点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎メディック・エル

北海道 赤平市 百戸町西１丁目２番地 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和54年4月1日 40 12,101

ア建設費 昭和54年4月1日 334,501,000 334,501,000
094

ワークショップ

拠点区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎ワークショップ

北海道 赤平市 錦町３丁目５番地 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和54年4月1日 40 9,072

ア建設費 0
094

ワークショップ

拠点区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎ワークショップ

北海道 赤平市 錦町３丁目５番地 3 自己所有 3 自己所有

095
ライト拠点

区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎ライト・プラザ

北海道 赤平市 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和54年11月1日 40 12,580

ア建設費 昭和54年11月1日 80,510,000 11,000,000 91,510,000
095

ライト拠点

区分

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 光生舎ライト・プラザ

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

昭和59年4月1日 30 8,855

ア建設費 昭和59年4月1日 279,833,970 71,255,250 351,089,220
004

プラザ・イン・

サッポロ拠点

区分

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 光生舎プラザ・イン・サッポロ

北海道 札幌市西区 発寒８条１０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30年5月1日 10 2,458

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 10 555

ア建設費 0
004

プラザ・イン・

サッポロ拠点

区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎プラザ・イン・サッポロ

北海道 札幌市西区 発寒８条１０丁目 3 自己所有

イ大規模修繕

096

エルム・ソー

イング拠点

区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成5年4月1日 40 11,846

ア建設費 平成5年4月1日 160,084,000 240,174,000 400,258,000
096

エルム・ソー

イング拠点

区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

平成5年4月1日 10 2,003

ア建設費 0
096

エルム・ソー

イング拠点

区分

01040404 障害者支援施設（自立訓練（生活訓練）） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成5年4月1日 10 1,636

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成5年4月1日 10 3,140

ア建設費 0
096

エルム・ソー

イング拠点

区分

01040405 障害者支援施設（就労移行支援） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

096

エルム・ソー

イング拠点

区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成5年4月1日 15 3,652

ア建設費 0
096

エルム・ソー

イング拠点

区分

01040406 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） 光生舎エルム・ソーイング

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

平成11年1月1日 20 5,287

ア建設費 平成11年1月1日 170,994,286 107,031,000 278,025,286
007

ｸﾘｰﾝ･ｾﾌﾞﾝ

拠点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎クリーン・セブン

北海道 歌志内市 字歌神４１番地 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 令和3年11月1日 10 476

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成11年11月1日 29 5,444

ア建設費 平成11年11月1日 419,444,000 269,556,000 689,000,000
018

すいこう拠点

区分

01030301 軽費老人ホーム ケアハウスすいこう

北海道 赤平市 百戸町西１丁目３番地 3 自己所有

イ大規模修繕

018
すいこう拠点

区分

02090901 一時預かり事業 ケアハウスすいこう事業所内託児所

北海道 赤平市 百戸町西１丁目３番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 41 12,775

ア建設費 0
018

すいこう拠点

区分

06260110 （公益）居宅サービス事業（特定施設入居生活介護） ケアハウスすいこう

北海道 赤平市 百戸町西１丁目３番地 3 自己所有 3 自己所有

3 自己所有 平成20年4月1日 10 0
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018
すいこう拠点

区分

平成14年4月1日 60 21,543

ア建設費 平成14年4月1日 481,213,487 393,237,000 874,450,487
020

虹の里拠点

区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎虹の里

北海道 赤平市 百戸町西２丁目２番地１ 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 60 16,027

ア建設費 0
020

虹の里拠点

区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎虹の里

北海道 赤平市 百戸町西２丁目２番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

020
虹の里拠点

区分

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 光生舎虹の里短期入所事業所

北海道 赤平市 百戸町西２丁目２番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

平成14年4月1日 15 1,016

ア建設費 平成14年4月1日 38,632,000 58,167,000 96,799,000
020

虹の里拠点

区分

02130501 地域活動支援センター 光生舎虹の里デイサービスセンター

北海道 赤平市 百戸町西２丁目２番地１ 3 自己所有 3 自己所有

平成17年4月1日 60 21,324

ア建設費 平成17年4月1日 359,304,160 359,304,160
023

ﾌｰﾚﾋﾞﾗ拠点

区分

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 光生舎フーレビラ

北海道 赤平市 百戸町東４丁目１３番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年7月1日 3 737

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成17年4月1日 60 17,582

ア建設費 0
023

ﾌｰﾚﾋﾞﾗ拠点

区分

01040402 障害者支援施設（生活介護） 光生舎フーレビラ

北海道 赤平市 百戸町東４丁目１３番地 3 自己所有

イ大規模修繕

041
GHメイプル

拠点区分

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ケアホームメイプル

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 4 1,121

ア建設費 0
023

ﾌｰﾚﾋﾞﾗ拠点

区分

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 光生舎フーレビラ短期入所事業所

北海道 赤平市 百戸町東４丁目１３番地 3 自己所有 3 自己所有

平成21年10月1日 40 8,805

ア建設費 0
097

ワークショップ

Ⅱ拠点区分

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 光生舎ワークショップⅡ

北海道 赤平市 錦町３丁目６番地 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4月1日 102 33,208

ア建設費 平成2年3月26日 302,877,261 302,877,261

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年4月1日 25 6,310

ア建設費 平成22年4月30日 35,075,000 35,075,000
048

GHパル拠

点区分

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホームパル

北海道 札幌市西区 発寒９条１０丁目１－２６ 3 自己所有

イ大規模修繕

025
しらかば荘

拠点区分

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） しらかば荘

北海道 歌志内市 字神威２８０番地 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年10月1日 100 38,627

ア建設費 平成22年10月1日 314,104,800 598,396,000 912,500,800
028

親愛の家拠

点区分

01010101 救護施設 親愛の家

北海道 歌志内市 字文珠１６５番地４ 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成24年4月1日 6 1,969

ア建設費 0
025

しらかば荘

拠点区分

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） しらかば荘生活介護短期事業所

北海道 歌志内市 字神威２８０番地 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24年4月1日 50 17,802

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 0

ア建設費 平成28年4月1日 16,410,000 16,410,000
019

ていく拠点

区分

02090201 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） そうだんのていく

北海道 赤平市 大町４丁目６番地２ 3 自己所有

イ大規模修繕

036
く・る・る拠

点区分

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 光生舎く・る・る

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年4月1日 0 0

ア建設費 0
019

ていく拠点

区分

02090202 障害児相談支援事業（継続障害児利用援助） そうだんのていく

北海道 赤平市 大町４丁目６番地２ 3 自己所有 3 自己所有

平成27年8月1日 20 3,307

ア建設費 0
036

く・る・る拠

点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎く・る・る

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 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11月1日 20 3,620

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年11月1日 24 3,707

ア建設費 0
031

ゆいま～る

拠点区分

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 光生舎ゆいま～る・もみじ台デイサービスセンター

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 3 自己所有

イ大規模修繕

031
ゆいま～る

拠点区分

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 光生舎ゆいま～る・もみじ台

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年11月1日 0 0

ア建設費 0
031

ゆいま～る

拠点区分

06260301 （公益）居宅介護支援事業 光生舎ゆいま～る・もみじ台ケアプランセンター

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 3 自己所有 3 自己所有

平成27年7月1日 10 1,857

ア建設費 0
031

ゆいま～る

拠点区分

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 光生舎ゆいま～る・もみじ台短期入所事業所

北海道 札幌市厚別区 もみじ台南３丁目４番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年7月1日 80 26,636

ア建設費 平成27年7月1日 1,414,616,817 185,000,000 1,599,616,817

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 40 12,544

ア建設費 平成26年4月1日 1,961,381,835 1,961,381,835
037

フロンティア

拠点区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎フロンティア

北海道 札幌市西区 二十四軒２条１丁目１－１２ 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

038
きっずあしべ

つ拠点区分

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） きっずていくあしべつ

北海道 芦別市 北7条西2丁目7番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 10 1,663

ア建設費 0
019

ていく拠点

区分

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） きっずていく

北海道 赤平市 大町４丁目６番地２ 3 自己所有 3 自己所有

令和1年8月30日 10 130

ア建設費 0
038

きっずあしべ

つ拠点区分

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） きっずていくあしべつ

北海道 芦別市 北7条西2丁目7番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成31年4月1日 10 652

ア建設費 0

イ大規模修繕
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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

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）

イ大規模修繕

3 自己所有 令和2年4月1日 20 0

ア建設費 0
039

スクエア拠点

区分

02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型） 光生舎スクエア

北海道 札幌市白石区 米里1条2丁目3番4号 3 自己所有

040

キャンパスＫ

ＩＴＥ拠点

区分

02130111 障害福祉サービス事業（就労移行支援） キャンパスＫＩＴＥ

北海道 札幌市西区 琴似2条6丁目1-25清水ビル3階 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

令和2年4月1日 6 0

ア建設費 0
061

GHピノ拠点

区分

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） グループホームピノ

北海道 札幌市白石区 菊水元町7条1丁目10-10 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

令和4年4月1日 10 0

ア建設費 0
071

きっずさくらん

ぼ拠点区分

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） きっずていくさくらんぼ

北海道 芦別市 本町28番地子どもセンター2階 1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 令和3年11月1日 0 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 令和4年4月1日 10 0

ア建設費 0
071

きっずさくらん

ぼ拠点区分

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） きっずていくさくらんぼ

北海道 芦別市 本町28番地子どもセンター2階 1 行政からの賃借等

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

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和44年4月1日 0 0

ア建設費 0

（イ）修繕費合計額（円）

082
メディック収

益拠点区分

05340101 収益事業 光生舎メディック・エル

北海道 赤平市 百戸町西１丁目２番地 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）

イ大規模修繕

昭和63年6月1日 0 0

ア建設費 0
081

本部収益拠

点区分

05340101 収益事業 法人本部

北海道 赤平市 錦町２丁目６番地 3 自己所有 3 自己所有

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）

生活困窮者支援 光生舎クリーン・セブン（歌志内）・光生舎ワークⅡ（赤平）

生活困窮者等に対し、職場体験実習や就労の機会等の提供を通して、社会復帰に向けた支援を行っています。

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）

生活困窮者支援 光生舎クリーン・セブン（歌志内）

生活保護受給者の就労ボランティア受入れを行い、職場体験実習を通じて就労支援を行っています。

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

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）

地域に向けた福祉教育活動 光生舎ゆいま～る・もみじ台（札幌）

認知症サポーター講座の開催場所の提供及び事例紹介等を行い、福祉教育活動へ積極的に協力しています。

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）

地域に向けた事業展開 光生舎虹の里（赤平）

地域住民の一次避難所として、非常用ガス発電機設備を設置し、非常食や炊き出し用具を整備しています。

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）

地域に向けた福祉教育活動 地域福祉ターミナルていく（赤平）

例年テーマに即した講師による「ふくし講演会」を開催し、地域の方々へ勉強会の場を設けています。

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）

地域に向けた事業展開 光生舎虹の里（赤平）・光生舎ゆいま～る・もみじ台（札幌）

自然災害発生時の避難援護受け入れ先として、福祉避難所指定の協定を市と締結しています。

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）

地域に向けた事業展開 光生舎フーレビラ（赤平）

自然災害発生時に地域の避難所として市から指定を受けています。
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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 ～

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

等を把握するためのサロン

活動）

地域の社会的ニーズへの支援 地域福祉ターミナルていく（赤平）

地域の方々の要望に沿って、事業所の場所を活用したキッズダンス及びヨガ教室を低価格で実施しています。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

等を把握するためのサロン

活動）

地域の社会的ニーズへの支援 放課後等デイサービス事業所きっずていく（赤平）

事業所の畑を利用し、地域サークルと利用児童の共同作業で、収穫野菜の調理イベントを開催しています。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

等を把握するためのサロン

活動）

地域の社会的ニーズへの支援 光生舎ゆいま～る・もみじ台（札幌）

地域のニーズに応え、地域交流スペース及び体育館を原則無料で開放し、沢山の方に利用して頂いています。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

等を把握するためのサロン

活動）

地域の社会的ニーズへの支援 地域福祉ターミナルていく（赤平）

事業所の場所の無償開放を行い、地域イベントの会議、そば打ち教室、健康教室等に利用して頂いています。

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）

地域に向けた福祉教育活動 地域福祉ターミナルていく（赤平）

「ふくしワークショップみんなでしゃべろう会」を開催し、地域の方々とディスカッションを行っています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 地域貢献推進委員会

貢献活動を地域の方々に知ってもらいお役に立てるよう、広報紙「ここゆい」を発行し町内へ配布しました。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 赤平・歌志内事業所

社協主催の「エリアサポーター養成講座」に参加し、地域サポーターの方々との交流・学びを深めています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 放課後等デイサービス事業所きっずていくあしべつ

地域高校の障がい児教育のため、学生・教諭を定期的に受け入れています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 地域貢献推進委員会

コロナ禍の中社協やＮＰＯと協力し、地域の方々に向けて「アイスキャンドルイベント」を企画実施しました。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 赤平事業所

赤平市の環境美化活動「ゴミゼロの日」に参加しています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 光生舎く・る・る（札幌）

地域のお祭りに主催者側として関わり、出店および地域との交流を深めています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 光生舎ゆいま～る・もみじ台（札幌）・他

地域福祉の学習の場として、見学や実習、ボランティアの受入れを行い、開かれた施設作りを実践しています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 赤平・歌志内・札幌事業所

交通安全の街頭啓発活動に年2回参加しています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 地域福祉ターミナルていく（赤平）・他

市の健康推進活動、ボランティアサークル、青少年育成席書大会等、地域イベントへ積極的に関わっています。

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）

地域の他機関とのネットワーク活動 放課後等デイサービス事業所きっずていく（赤平）

町内会の活動に参加し、放課後等デイサービス利用児童による道路花壇への花植えを行っています。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域のボランティア活動 赤平事業所・地域貢献推進委員会

社協が主催した「手づくりマスク」の活動に参加し、授産事業所で生地の裁断等の協力を行っています。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域の環境美化活動 ５Ｓ推進委員会

法人内委員会活動の取り組みの一環として、地域のゴミ拾い活動を年2回実施しています。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域のボランティア活動 地域貢献推進委員会

法人内委員会活動の取り組みとして社協や町内会と連携し高齢者住宅等の除雪ボランティアを実施しています。

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）

既存事業の利用料の減額 光生舎ゆいま～る・もみじ台（札幌）

デイサービス及びショートステイサービスで社会福祉減免を実施し、利用者負担の軽減に努めています。

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）

既存事業の利用料の減額 社会福祉法人北海道光生舎

平成30年4月から就労継続支援Ａ型サービスにおいて、利用者負担金の減免（法人負担）を開始しています。

0

0

0

0

0

0

0

0
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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

2,594,583,708

17,475,849

84,151,529

施設名 直近の受審年度

1 有

2 無

1 有

3 該当なし

3 該当なし

2 無

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 有
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