








第一号第一様式

(単位:円)

就労支援事業収入 42,971,000 41,893,441 1,077,559
障害福祉サービス等事業収入 246,894,000 249,411,138 △ 2,517,138
経常経費寄附金収入 1,308,000 1,308,092 △ 92
受取利息配当金収入 578 △ 578
その他の収入 3,186,000 3,405,426 △ 219,426

事業活動収入計(1) 294,359,000 296,018,675 △ 1,659,675
人件費支出 164,523,000 165,227,673 △ 704,673
事業費支出 57,307,000 58,145,118 △ 838,118
事務費支出 21,198,000 22,344,328 △ 1,146,328
就労支援事業支出 45,416,000 45,992,257 △ 576,257
支払利息支出 21,000 21,000

事業活動支出計(2) 288,465,000 291,709,376 △ 3,244,376
5,894,000 4,309,299 1,584,701

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出 347,000 581,500 △ 234,500

施設整備等支出計(5) 347,000 581,500 △ 234,500
△ 347,000 △ 581,500 234,500

長期貸付金回収収入 36,000 36,000 0

その他の活動収入計(7) 36,000 36,000 0
積立資産支出 5,575,000 5,575,000
その他の活動による支出 8,000 145,656 △ 137,656

その他の活動支出計(8) 5,583,000 145,656 5,437,344
△ 5,547,000 △ 109,656 △ 5,437,344

予備費支出(10) 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 3,618,143 △ 3,618,143

前期末支払資金残高(12) 109,022,985 △ 109,022,985
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 112,641,128 △ 112,641,128
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事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
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法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考



第三号第一様式

(単位:円)

流動資産 118,588,123 114,543,147 4,044,976 流動負債 4,021,164 3,268,027 753,137
現金預金 60,753,398 54,346,076 6,407,322 事業未払金 814,412 11,931 802,481
事業未収金 34,381,498 35,926,874 △ 1,545,376 未返還金 0 58,000 △ 58,000
未収金 3,924,466 3,765,616 158,850 預り金 1,305,456 1,367,056 △ 61,600
未収補助金 9,099,706 9,735,531 △ 635,825 職員預り金 1,901,296 1,831,040 70,256
貯蔵品 298,767 324,874 △ 26,107
商品・製品 1,485,573 1,665,429 △ 179,856
原材料 440,258 586,706 △ 146,448
立替金 1,286,463 1,230,211 56,252
前払金 5,062,515 5,106,351 △ 43,836
仮払金 1,855,479 1,855,479 0

固定資産 38,148,316 42,546,299 △ 4,397,983 固定負債 4,465,000 4,800,000 △ 335,000
 基本財産 14,979,262 16,590,964 △ 1,611,702 長期預り金 4,465,000 4,800,000 △ 335,000

建物 12,979,262 14,590,964 △ 1,611,702 8,486,164 8,068,027 418,137
定期預金 2,000,000 2,000,000 0

 その他の固定資産 23,169,054 25,955,335 △ 2,786,281 基本金 27,753,732 27,753,732 0
建物 14,421,525 16,710,778 △ 2,289,253 第２号基本金 27,753,732 27,753,732 0
車輌運搬具 599,005 1,025,581 △ 426,576 国庫補助金等特別積立金 3,925,705 4,830,463 △ 904,758
器具及び備品 1,728,204 1,908,312 △ 180,108 その他の積立金
長期貸付金 79,700 115,700 △ 36,000 次期繰越活動増減差額 116,570,838 116,437,224 133,614
差入保証金 2,165,531 2,155,531 10,000 (うち当期活動増減差額) 133,614 16,915,947 △ 16,782,333
長期前払費用 789,608 653,952 135,656
その他の固定資産 3,385,481 3,385,481 0 148,250,275 149,021,419 △ 771,144

156,736,439 157,089,446 △ 353,007 156,736,439 157,089,446 △ 353,007

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部

当年度末 前年度末 増減

負債の部

当年度末 前年度末 増減

資産の部合計

負債の部合計
純資産の部

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
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令和 3年度 事業報告 

 

  所在地・電話  千葉県 柏市 大津ヶ丘 3-4-1-101           電話 04-7199-7931 

  開所日数 : 5 日/ 週    開所時間 : 8 時間/日  9:00 – 18:00 

    職員体制 

氏 名 職 種 勤務形態 勤務日

数 

小池 和雅 事務局長 常勤 週 4日 

吉田 満 事務局員 非常勤 週 4日 

奥山 明美 事務局員 非常勤 週 4日 

大澤 利香 事務局員 非常勤 週 1日 

光永由美子 事務局員兼務 非常勤 週 ２日 

 

☆ 令和 3年度事業方針 

（１）アンケート結果を参考に、利用者のニーズ・期待に応えるとともに、職員の意識の向上

とスキルアップを目指す。 

（２）地域社会の障害者福祉に貢献するとともに、法人よつばの働きを柏市と隣接市に知っ

て頂くことを目指す。 

（３）法人運営体制の安定的な確立と発展を目指すことで、職員の処遇の改善や利用者の

方たちへの福祉サービスの充実を目指す。 

 

 重点目標 

● 新規利用者の確保のための様々な宣伝活動の実施。 

● 利用者の社会生活への基盤作りの拠点として、また利用者の居場所としての事業所

づくり。 

● 近隣行政機関（柏市・隣接市）・地域住民（商店会）・地元企業・他法人・諸家族会との

連携を図る。 

● 法人全体での収益の黒字(予算の 5％程度)を目指し、障害者の方のための事業を展

開する。 

 

2. 事業報告 (総括) 

  かつて経験したことのない生活の制限を受ける中で感染防止対策を徹底の上、利用者の

安全を確保して事業活動を進め、利用者の居場所としての事業所づくりを行った。 

令和３年度もコロナ禍により昨年に続き経済が低迷するなか福祉分野でも影響が大きかった。

当法人においてはコロナ禍ではあるものの利用者確保に取り組んだ。  一方訓練等給付は

事業所収入のばらつきはあるが沼南荘の空床が減少したことと、かるのこの給付収入の増加

（報酬単価の改訂（かるのこ参照））で法人全体として、給付費についてはほぼ当初見込みで

推移することが出来た。 
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イベントは中止、施設外就労は規模縮小となり、日中系事業所の授産収入に大きく影響した

が各事業所で,増収の取り組みを行い、授産収入を増やすことができた。 

昨年に続き コロナ禍であったが以下の事業を行った。  

① 理事長の改選 

②  理事会・評議員会の開催。 

③  リーダー会議・サビ管会議のリモート併用開催。 

④  ホームページの刷新・広報活動用チラシの活用で 宣伝を行った。 

⑤ 生活介護事業の事業所見学・開所に向けてのチラシ作成・行政への事前相談・事業所物

件の決定・学校他対象期間への宣伝。 

⑥  市民向け啓発講演会の開催。 

1月に市民向け啓発講演会を実施、市民に迎えられる法人の構築を目指した。 

利用者アンケートの実施 

内部研修 年２回実施 新職員研修１回 

 

3. 事業報告 (中期計画・重点目標に対する取り組み) 

(1) 新規利用者の確保のための様々な宣伝活動の実施。 

 法人 よつば 事業所案内チラシを新規作成 病院・行政・事業所に配布 

ホームページを刷新、新項目の職員募集欄・「クローバ柏ブログ」バナー新設。 

よつば だよりの発行(隔月)   

   ⇒  居住系事業所・日中系事業所 とも見学者の増加がみられた。 

 

（2）利用者の社会生活への基盤作り。また利用者の居場所として、より良い事業所を目指す

為、支援の充実を計る。よつばライブラリー整備・福祉職員向け研修制度(サポ―タ―ズ

カレッジ)導入をはじめとする研修情報の提供、受講の呼び掛けを行った。 

 

(3) 近隣行政機関（柏市・隣接市）・地域住民（商店会）・地元企業・他法人・家族会との連携を

図る。柏市助成事業として、青い鳥が商店会の中の他事業所（てとて）と連携し古書のク

リーニング業務（現在は終了）・事務作業の施設外就労を行う。コロナ禍のなか地域住民

の対応を商店会会議に参加し共有している。 

 

(4）法人全体での収益の黒字化を目指し、目標の 1500 万円の収益には届かないものの運転

資金を前年より増額して残すことが出来、障害者のための事業を展開に向けて次年度計

画に繋げることが出来た。 

   新事業「生活介護事業」の開設に向け、他事業の見学・事業実施の具体化を行い。理事

の皆さんに実施計画について報告を行い、理事会の承認を受けることが出来た。 

問題事項 

令和３年度も続いた新型コロナ感染症対応 ・ 沼南荘の入居者のいたずら通報など 

事故・苦情・等について今後の課題としていきたい。 
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・新規事業の取り組み 

生活介護事業、沼南地区での立ち上げ 

就業規則見直し 

備品助成申請（丸紅基金） ⇒ 結果不採用 

         （あすなろ基金）⇒ 助成採用 

 

法人全体の報告  

 

・職員数 

令和 4年 3月 31日現在  68名 

正規職員       16人 

非正規職員（夜勤含む）52人 

 

ボランティア様 援助  (延べ人数) 

              ハートシップ   個人 

工房 39 25  

青い鳥 80 28  

クローバ柏 97   

かるのこ  46  

クローバーハウス  10  

職員研修参加実績               (人) 

本部 6 

かるのこ 6 

よつば工房 4 

青い鳥 5 

クローバ柏 4 

沼南荘 3 

クローバーハウス 2 

サポートセンター 18 

他       Zoom・サポカレ受講 

登録利用者数               登録       3月平均利用 (人) 

かるのこ 22 15.3/日 

よつば工房 38 19.45/日 

青い鳥 46 22/日 

クローバ柏 33 5.5/日 

沼南荘 34 入居数 

クローバーハウス 13 入居数 

サポートセンター 94 相談登録数 

合計 280     

（186相談除く） 
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令和４年度数値目標 

 

  数値目標 備考 

よつば工房 25人 1日平均利用者数  

青い鳥 25人 １日平均利用者数 

沼南荘 93％ 現状入居率 89.7％ 

クローバーハウス 81.3％ 現状入居率 81.3% 

クローバ柏 10人 １日平均利用者数  

かるのこ 18人 １日平均利用者数   

サポートセンター   相談現状維持 

 

事故・苦情・ヒヤリハット 

 件数 

事故 17 

苦情 9 

ヒヤリハット 10 
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第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

に支援するための法律（障害者総合支援法）」に基づき、多様な福祉サービスが，その利用者

の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫されることにより、利用者が個人の尊厳を

保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とし

て、次の社会福祉事業を行う。 

（１）第二種社会福祉事業 

    ① 障害福祉サービス事業の経営 

    ② 地域活動支援センターの経営 

    ③ 相談支援事業の経営 

（名 称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人よつば という。 

（経営の原則） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正 

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の 

向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の経済的に困窮する者などを支援するた

め、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を 千葉県柏市 に置く。 

 

 

第２章 評議員 

(評議員の定数) 

 第５条 この法人に評議員 8名以上 10名以内を置く。 

(評議員の選任及び解任) 

 第６条 この法人に評議員選定委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会におい

て行う。 

  ２ 評議員選定委員会は、監事 1名、事務局員 1名、外部委員 3名の合計 5名で構成する。 

  ３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選定委員会の運営についての細

則は、理事会において定める。 

  ４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と

判断した理由を委員に説明しなければならない。 

  ５ 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席者の過半数をもって行う。 

        但し、外部委員の 2名以上が出席し、かつ、外部委員の 1名以上が賛成することを要する。 

(評議員の任期) 

 第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

  ２ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
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  ３ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の

任期の満了する時までとする。 

(評議員の報酬等) 

 第８条 評議員は全て非常勤とし報酬等は支給しない。ただし、その職務を執行するために要する

費用は「役員等報酬及び費用に関する規程」による。 

 

  

第３章 評議員会 

(構成) 

  第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

  (権限) 

  第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

     （４）計算書類 (貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録 の承認 

     （５）定款の変更 

     （６）残余財産の処分 

     （７）基本財産の処分 

     （８）社会福祉充実計画の承認 

     （９）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

      

(開催) 

  第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 5～6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合

に開催する。 

(招集) 

 第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。 

   ２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の

招集を請求することができる。 

(決議) 

  第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、出席者の過半数をもって行う。 

   ２ 議長は、その都度評議員の互選で定める。 

   ３ 第 1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の 3分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

     （１）監事の解任 

     （２）定款の変更 

     （３）その他法令で定められた事項 

   ４ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す
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ることとする。 

   ５ 第１項及び第３項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる

ものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会

の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

  第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2名が、前項の議事録に

記名押印する。 

 

 

第 4章 役員及び職員 

 

(役員の定数) 

  第１５条 この法人には、次の役員を置く。 

      （１）理事 6名以上 8名以内 

      （２）監事 2名  

    ２ 理事のうち 1名を理事長とする。 

    ３ 理事長以外の理事は業務執行理事とする。 

(役員の選任) 

  第１６条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。  

   ２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

(理事の職務及び権限) 

  第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

   ２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 

   ３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に 4ヶ月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。 

(監事の職務及び権限) 

  第１８条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

   ２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状

況の調査をすることができる。 

(役員の任期) 

  第１９条 理事又は監事の任期は、選任後 2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 理事又は監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

有する。 

(役員の解任) 

  第２０条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。 

     （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
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     （２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(役員の報酬等) 

  第２１条 役員に対して評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を

報酬等として支給することができる。 

 

(職員) 

  第２２条 この法人に、職員を置く。 

   ２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員 (以下「管理者等」という。) は、理事会

において、選任及び解任する。 

   ３ 管理者等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

 

第 5章 理事会 

(構成) 

  第２３条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

(権限) 

  第２４条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては 

理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

     （１）この法人の業務執行の決定 

     （２）理事の職務の執行の監督 

     （３）理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

 (招集) 

  第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

   ２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

(決議) 

  第２６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、出席者の過半数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることが出来るものに限る。)

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異

議を述べたときを除く。) は、理事会の決議があったものとみなす。 

(議事録) 

  第２７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

   ２ 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第 6章 資産及び会計 

 

 (資産の区分) 

  第２８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の２種とする。 

   ２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

     （１）千葉県柏市柏の葉５丁目３番所在の木造平屋建一棟 

         （ ２１２．５８ 平方メートル） 
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     （２）定期預金 ２，０００，０００円 

   ３ その他財産は、基本財産以外の財産とする。 

   ４ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため必要な手続きをとら

なければならない。 

（基本財産の処分） 

  第２９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を 

得て、千葉県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、千葉

県知事の承認は必要としない。 

      一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う

施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設

整備のための資金に対する融資を言う。以下同じ）に関する契約を結んだ民間金融機

関に対して基本財産を担保に供する場合 (協調融資に係る担保に限る。) 

（資産の管理） 

  第３０条 この法人の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。 

   ２  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な 

有価証券に換えて保管する。 

（事業計画及び収支予算） 

  第３１条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同

様とする。 

   ２ 前項の書類については、主たる事務所 に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

  第３２条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を 

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

     （１）事業報告 

     （２）事業報告の付属明細書 

     （３）貸借対照表 

     （４）収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算書) 

     （５）貸借対照表及び収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算書) の付属明細書 

     （６）財産目録 

      ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 3号、第 4号及び第 6号の書類については、定

時評議員会に提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、

承認を受けなければならない。 

      ３ 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間 (また、従たる事務所に 3 年間) 備

え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所) に備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

        (1) 監査報告 

        (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

        (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

        (4) 事業の概要等を記載した書類 
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（会計年度） 

  第３３条 この法人の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

（会計処理の基準） 

  第３４条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会に 

おいて定める経理規程により処理する。              

（臨機の措置） 

  第３５条 予算をもって定めるものの他、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす 

るときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

 

第 7章 公益を目的とする事業 

 

（種 別） 

第３６条  この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ 

自立した生活を地域社会において営むことが出来るよう支援すること等を目的として公益  

事業を行うことができる。 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の 3分の 2以上の同意を得なければな

らない。 

 

 

第 8章 解散 

 

（解 散） 

  第３７条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由 

により解散する。 

（残余財産の帰属） 

  第３８条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の 

決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 

 

 

第 9章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

  第３９条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、千葉県知事の認可（社 

会福祉法第４５条の３６第２項 に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）

を受けなければならない。 

   ２．前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を千葉県

知事に届けなければならない。 

                

 

第 10章 公告の方法その他 
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（公告の方法） 

  第４０条 この法人の公告は、社会福祉法人よつば の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞ま 

たは電子公告に掲載して行う。 

（施行細則） 

  第４１条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

一．この定款は、平成１４年３月１３日から施行する。 

一．この定款は、平成１５年６月２７日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１６年４月 １日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１７年３月２１日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１７年５月３０日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１８年３月２６日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１９年３月２４日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成１９年９月２１日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２０年４月 １日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２４年４月 １日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２４年１０月１日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２７年１１月２１日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２９年４月 １日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、平成２９年１１月２４日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、令和 １年 7月２８日に一部変更し施行する。 

一．この定款は、令和 2年 １月１４日に一部変更し施行する。 
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社会福祉法人 よつば  役員等報酬及び費用に関する規程  (Rev.1) 

 

 

 

(目的) 

第 1 条 この規程は、社会福祉法人 よつば(以下「本法人」という。) 定款第 8 条及び第 21 条の規

定に基づき、役員及び評議員等(評議員・評議員選定委員) の報酬等並びに費用に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

(定義) 

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

    (1) 役員とは、理事及び監事をいう。 

    (2) 役員等とは、役員及び評議員、評議員選定委員をいう。 

    (3) 報酬等とは、法人と委任関係にある 役員の職務執行の対価として支払われるものであ

る。 

 (4) 費用とは、評議員、評議員選定委員の職務の遂行に伴い発生する 食卓費、交通費、旅

費(宿泊費を含む。) 等の経費をいい報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

(役員等の報酬または費用) 

第 3 条  役員等に対しては、職務遂行の対価として、別表 1 のとおり報酬または費用を支給するも

のとする。 

 

 

(会議・監査等への出席費用) 

第 4条 非常勤の理事長に対する報酬の額は 週 2日以上の職務遂行を行うものとし、その責任に対

する対価として別表 1 に定める。 

２ 非常勤の理事長以外の役員、評議員、評議員選定委員には理事会、評議員会、監査等への出席

など職務の責任に対する対価として別表 1に定める額を支給する。 

 

(出張旅費) 

第 5条 役員等がその職務のために出張をする場合の交通費は、その実費を弁償する。 

但し、自由席、エコノミークラス利用とする。 

 

(支給方法) 

第 6 条 役員に対する報酬は本人の同意を得た上で、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に

振り込むことができる。 

２ 評議員、評議員選定委員に対する費用は、その都度支給する。 
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(適用除外) 

第 7条 職員(従業者)を兼務する役員等は、職員としての業務を除く法人職務に限りこの規程を 

適用することができる。 

 

 (改廃) 

第 8条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行うものとする。 

 

 

 

別表 1 

 

役職名 報酬額 費用額 

理事長  月額   160,000 円  

理事長以外の理事、監事 会議出席毎 5,000 円  

評議員、評議員選定委員  会議出席毎 3,000 円 

 

 

 

 

 

 

附則 

1. この規程は、平成 29年 4月 1日より適用する。(Rev.0) 

 

2. この規程は、令和 1年 6月 21日に改定し、同 7月 1日から施行する。(Rev.1) 
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