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貸借対照表 平成30年3月31日現在 （単位：円）

　９月６日午前３時７分に起きたマグニチュード６．７の胆振東部地震、最大震度は、震度階級でも最も高い震度７で、北海道では初め

て観測された未曾有の災害で多くの方々が被害に遭われ、未だに避難所生活を送られている方 に々心からお見舞い申し上げます。

　北ひろしま福祉会の利用者の皆様が怪我もなく無事であったことが役職員にとって、何よりも嬉しいことでした。また、法人の建物

等にも大きな被害がありませんでした。多くの皆様に御心配のお電話や激励の言葉を頂きました事に対して心よりお礼申し上げます。

　4月に新しくスタートした地域貢献推進部や４つの相談機関を法人本部内に集結させての事業展開など、上半期は順調な状態で

様 な々事業に取り組んでいます。

　8月の第2回目のグリーンフェスティバルは台風の影響で急遽中止になりましたが、利用者様からの希望で施設の食堂を使い小規

模ながらも和やかな雰囲気の中で終えることが出来ました。利用者様、ご家族の方々、職員とゆっくりと交流が出来た時間でした。

　今年、4月から各事業所長、部長、課長、係長、皆さんとお話がしたく、各事業所に常務理事と2人で勤務に支障が無いようにお邪魔し

て1人1時間程度のお話を聞く機会を得ました事は個人的にも大きな喜びでした。お話の中で、法人に対しての様 な々意見や要望等を

聞くことが出来たことがとても有意義でした。これからも出来るだけ多くの職員とお話をさせていただこうと思っております。

　上半期につきまして、大きな事故等もなく法人運営出来ました事、関係各位にお礼申し上げます。下半期に向けて、多くの皆様からご

指導、ご協力をお願い申し上げます。

北ひろしま福祉会　理事長　渡邊憲介

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

流動資産   849,772,654   829,803,529    19,969,125 流動負債   312,727,351   285,229,881    27,497,470
  現金預金   448,727,626   441,280,786     7,446,840   事業未払金    85,354,801    89,521,564   △4,166,763
  事業未収金   336,098,131   326,411,461     9,686,670   その他の未払金       372,629       437,871      △65,242
  未収金       315,187     3,516,169   △3,200,982   買掛金     7,004,379     7,563,909     △559,530
  未収補助金     2,518,250             0     2,518,250   1年以内返済予定設備資金借入金    47,744,866    40,097,854     7,647,012
  売掛金    13,875,208    13,574,252       300,956   1年以内返済予定リース債務     6,165,072     6,165,072             0
  貯蔵品     5,618,047     4,739,371       878,676   未払費用    31,843,150    35,395,437   △3,552,287
  商品・製品       545,084       891,360     △346,276   預り金    23,160,864       284,956    22,875,908
  原材料     1,207,328     1,205,217         2,111   職員預り金        95,257       343,051     △247,794
  立替金    24,965,522    27,101,682   △2,136,160   前受金     2,013,333     1,947,167        66,166
  前払金    15,902,271    11,083,231     4,819,040   賞与引当金   108,973,000   103,473,000     5,500,000
固定資産 3,150,264,724 3,157,875,696   △7,610,972 固定負債 1,049,808,622   941,497,355   108,311,267
基本財産 2,533,934,129 2,472,259,962    61,674,167   設備資金借入金   848,223,377   745,178,243   103,045,134
  土地   243,161,850   205,838,910    37,322,940   リース債務     5,322,780    11,487,852   △6,165,072
  建物 1,926,768,390 1,909,742,337    17,026,053   退職給付引当金   196,262,465   184,831,260    11,431,205
  建物付属設備   364,003,889   356,678,715     7,325,174 負債の部合計 1,362,535,973 1,226,727,236   135,808,737
その他の固定資産   616,330,595   685,615,734  △69,285,139
  土地     7,256,883     7,256,883             0
  建物    44,049,034    52,653,630   △8,604,596 基本金   677,787,984   677,787,984             0
  構築物    60,766,211    54,606,535     6,159,676   基本金   677,787,984   677,787,984             0
  機械及び装置    16,068,377    20,689,314   △4,620,937 国庫補助金等特別積立金   938,384,517 1,006,805,753  △68,421,236
  車輌運搬具     7,572,117     6,349,539     1,222,578   国庫補助金等特別積立金   938,384,517 1,006,805,753  △68,421,236
  器具及び備品    58,650,380    71,856,217  △13,205,837 その他の積立金   148,261,350   198,110,750  △49,849,400
  有形リース資産     9,056,880    13,276,656   △4,219,776   修繕費積立金     2,784,000     4,570,000   △1,786,000
  建物付属設備    54,517,298    61,247,143   △6,729,845   減価償却積立金   145,477,350   148,227,350   △2,750,000
  権利    10,627,989     9,252,743     1,375,246   施設整備積立金             0    45,313,400  △45,313,400
  ソフトウェア     1,092,997     1,328,533     △235,536 次期繰越活動増減差額   873,067,554   878,247,502   △5,179,948
  無形リース資産     2,107,404     4,052,700   △1,945,296   次期繰越活動増減差額   873,067,554   878,247,502   △5,179,948
  退職給付引当資産   196,262,465   184,831,260    11,431,205   （うち当期活動増減差額）  △55,029,348  △56,580,573     1,551,225
  その他の固定資産        41,210       103,831      △62,621
  修繕費積立資産     2,784,000     4,570,000   △1,786,000
  減価償却積立資産   145,477,350   148,227,350   △2,750,000
  施設整備積立資産             0    45,313,400  △45,313,400 純資産の部合計 2,637,501,405 2,760,951,989 △123,450,584
資産の部合計 4,000,037,378 3,987,679,225    12,358,153 負債及び純資産の部合計 4,000,037,378 3,987,679,225    12,358,153

純  資  産  の  部



資金収支計算書 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 （単位：円）

事業活動計算書 自 平成29年4月1日　至 平成30年3月31日 （単位：円）
勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減

介護保険事業収益   584,230,582   571,389,311    12,841,271
就労支援事業収益   127,052,364   126,999,064        53,300
障害福祉サービス等事業収益 1,610,203,227 1,539,027,592    71,175,635
職場適応援助者助成金収益       584,000       695,100     △111,100

   30,686,264    30,205,836       480,428
経常経費寄附金収益       649,248     3,210,000   △2,560,752
   サービス活動収益計(1) 2,353,405,685 2,271,526,903    81,878,782
人件費 1,526,169,304 1,484,781,336    41,387,968
事業費   309,644,335   291,932,531    17,711,804
事務費   297,203,462   292,578,620     4,624,842
就労支援事業費用   163,336,331   166,414,811   △3,078,480
利用者負担軽減額     1,500,909     1,022,240       478,669
減価償却費   170,473,389   169,042,832     1,430,557
国庫補助金等特別積立金取崩額  △66,587,003  △75,371,152     8,784,149

サービス活動費用計(2) 2,401,740,727 2,330,401,218    71,339,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  △48,335,042  △58,874,315    10,539,273

受取利息配当金収益        35,807        19,546        16,261
その他のサービス活動外収益     9,589,347    14,918,308   △5,328,961

サービス活動外収益計(4)     9,625,154    14,937,854   △5,312,700
支払利息     7,661,985     8,108,548     △446,563
その他のサービス活動外費用        17,417        15,824         1,593

サービス活動外費用計(5)     7,679,402     8,124,372     △444,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     1,945,752     6,813,482   △4,867,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)  △46,389,290  △52,060,833     5,671,543

施設整備等補助金収益     4,168,250 0     4,168,250
固定資産売却益       370,967 0       370,967

特別収益計(8)     4,539,217 0     4,539,217
固定資産売却損・処分損 13,002,692     4,519,740     8,482,952
国庫補助金等特別積立金取崩額(除) △3,991,667 0   △3,991,667
国庫補助金等特別積立金積立額 4,168,250 0     4,168,250

特別費用計(9) 13,179,275     4,519,740     8,659,535
特別増減差額(10)=(8)-(9) △8,640,058   △4,519,740   △4,120,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △55,029,348  △56,580,573     1,551,225
前期繰越活動増減差額(12) 878,247,502   854,273,475    23,974,027
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 823,218,154   797,692,902    25,525,252
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 53,849,400   127,868,000  △74,018,600
その他の積立金積立額(16) 4,000,000    47,313,400  △43,313,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 873,067,554   878,247,502   △5,179,948
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勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異
介護保険事業収入   583,559,000   584,230,582       671,582
就労支援事業収入   162,387,000   127,052,364 △35,334,636
障害福祉サービス等事業収入 1,609,948,000 1,610,203,227       255,227
職場適応援助者助成金収入       560,000       584,000        24,000
私的契約利用料収入    30,693,000    30,686,264       △6,736
経常経費寄附金収入       649,000       649,248           248
受取利息配当金収入        52,000        35,807 △16,193
その他の収入     9,302,000     9,588,797       286,797

事業活動収入計(1) 2,397,150,000 2,363,030,289 △34,119,711
人件費支出 1,523,684,000 1,520,669,304     3,014,696
事業費支出   321,336,000   309,644,335    11,691,665
事務費支出   301,323,000   297,202,912     4,120,088
就労支援事業支出   179,783,000   160,966,614    18,816,386
利用者負担軽減額     1,536,000     1,500,909        35,091
支払利息支出     7,663,000     7,661,985         1,015
その他の支出        17,000        17,417 △417

事業活動支出計(2) 2,335,342,000 2,297,663,476    37,678,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    61,808,000    65,366,813     3,558,813

施設整備等補助金収入     4,167,000     4,168,250         1,250
設備資金借入金収入   150,790,000   150,790,000 0
固定資産売却収入       370,000       370,970           970
    施設整備等収入計(4)   155,327,000   155,329,220         2,220
設備資金借入金元金償還支出    40,098,000    40,097,854           146
固定資産取得支出   219,162,000   218,319,675       842,325
ファイナンス・リース債務の返済支出     6,167,000     6,165,072         1,928

施設整備等支出計(5)   265,427,000   264,582,601       844,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △110,100,000 △109,253,381       846,619

積立資産取崩収入    53,849,000    53,849,400           400
その他の活動による収入計(7)    53,849,000    53,849,400           400

積立資産支出     4,000,000     4,000,000 0
その他の活動支出計(8)     4,000,000     4,000,000 0

    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    49,849,000    49,849,400           400
    予備費支出(10) 0

0 ― 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,557,000     5,962,832     4,405,832

前期末支払資金残高(12)   692,212,997   692,212,997 0
当期末支払資金残高(11)+(12)   693,769,997   698,175,829     4,405,832
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９月１５日（土）に東部緑の苑において、平成最後の敬老会を開催
いたしました。
今年は、「北海道胆振東部地震」の影響もあり、規模を縮小して開
催しました。北広島市役所保健福祉部部長の中屋様をはじめ、当
法人の高橋常務理事、当施設入居者家族会の会長橘様にも御出
席いただき、２４名の賀寿の方々をお祝いさせていただきました。
会に参加された入居者様方はご家族様や職員と一緒に参加され、
お祝いの品などを受け取り、笑顔を見せてくれていました。会の最
後には、入居者様代表として、卒寿の鐘下キヨ様にご挨拶いただ
きました。体調がおもわしくない方は居室でお祝いをさせていただきました。余興はありませんでしたが、
芸達者な職員の有志がちんどん屋に扮し、ユニットをまわりました。入居者様の笑顔を多く見られる1日と
なりました。

敬老会敬老会

共栄 ハロウィン
10月28日(日)、共栄でハロ
ウィンイベントを開催しました。
当日は、各パートの装飾をハロ
ウィンの雰囲気を出すものに
し、BGMが流れたら利用者さ
んがキャンディー（作り物）を、
食堂にいる巨大なお化けに扮した職員に渡し、無事に帰ってもら
うという体験型イベントでした。
イベントの最後には、実はお化けに扮した職員が、さらに演歌歌手

の氷川きよしに扮し、歌いながらこ
の企画の為に用意したケーキを、各
パートの利用者さんにプレゼントし
て歩き、皆さん歌ったり踊ったりとイ
ベントを楽しんでくれました。

とみがおか バイキング
10月2日（火）にとみがおかにてバ
イキングが開催されました。今回
はカレーライス、フライドポテト、
シーザーサラダ、プリン等、洋風中
心のメニューでした。なかでもカ
レーライスやフライドポテトが人
気でみなさんおかわりをたくさん
されて美味しそうに召し上がって
いました。

とみがおか・共栄  合同音楽祭
9月22日（土）、とみがおか・共栄中庭で、音楽祭が行われま
した。北広島高校吹奏楽部の皆さんをお招きして、人気映
画のテーマやアニメソング等、曇空を吹き飛ばすような素
晴らしい音楽を演奏して頂きました。手拍子をする方もい
れば、体を揺らしてリズムをとる方もいて利用者さんも
色々な楽しみ方で聴かれており、素敵な時間になりました。



就労センタージョブ　オータムフェスト出店
9月15日（土）～30日（日）まで札幌大通りで行われた
オータムフェストの一部である、『ほっかいどうベーカ
リーマルシェ』に、9月15日（土）と22日（土）の2日間、
就労センタージョブあぐりのパンが出店しました。
地震の影響でイベント自体も日数が変更になったり、
厨房も停電の影響を受けて製造がストップしたり、原料がうまく入らないなど不安材料はた
くさんありましたが、このイベントのために用意したオリジナルパンも無事準備できました。
有名店も多数出店しており様々な刺激を受け、また、多くのお客様から勇気や有難いお言葉も
沢山いただき、完売となりました。

北広島セルプ
千歳市にある防災学習センターそなえーるに
行き防災体験と講義を受けて来ました。火災
時の避難体験は、実際に煙が出る、とてもリア
ルな体験でした。また、119番通報訓練では、
音声ガイダンスに従ってモニターに映し出さ
れる、住所や名前、電話番号などを返答してい
ました。火災や自然災害が起きないことを願
いますが、万が一起きたときでも、講座で学ん
だことが活かされるといいなと思います。
北広島のゆるキャラ「きたひろまいピー」のシールが貼られたマグネットスティックライトが発売に
なりました。過日の地震の際にも停電となり、街中がブラックアウトの状態で不安な夜を過ごした
と思います。災害時や防犯対策、暗所作業にも効果を発揮します。1個880円(税込)（乾電池付き、
長さ13.2㎝）。北広島セルプとJR北広島駅構内にある福祉ショップふゅーるにて好評発売中！
また、防災用簡易トイレのマイキットも1個1,080円（税込）で販売中です。
しめ飾りの販売も始まっておりますので是非ご検討下さい！！

北広島のご当地キャラ「まいピー」とデイセンターの「おもいで缶バッチ」が
コラボしました。ご当地キャラが好きな方やプレゼントに最適です。文字入
れのご要望も承りますので、好きな言葉を入れてオリ
ジナルの「まいピ―缶バッチ」が作成できます。画面そ
のままに写真を缶バッチにすることが出来ます♪

北広島デイセンター

まいピー缶バッチまいピー缶バッチ
引退、卒団記念や部活、サークルの仲間でそろえるアイ
テムとしてピッタリです。缶バッチに名前やチーム名、
番号を入れて制作します。
その他にお子様やペットの写真、イラスト等にメッセー
ジや名前を入れてオリジナル缶バッチが作成できます。

おもいで缶バッチおもいで缶バッチ

inkuru@kitahiro-fukusikai.or.jp宛に
①ご希望のデザイン（写真の場合はメールに添付してください）
②文字入れの有無とその内容
③お届け先の住所とお届け日
④缶バッチのタイプと注文個数を記入の上お知らせください。
※直接、電話での注文も可能です。

ピン
マグネット

２５０円
３００円

ピン
マグネット
キーホルダー

２００円
２５０円
３００円

かわいいバッチが
たくさんあるよ☆

かわいいバッチが
たくさんあるよ☆

現地までお伺いして作成する「出張缶バッチクラフト」も承っています。
保育園、幼稚園、児童館のイベント、団体様のイベントでの大量発注もご利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。

現地までお伺いして作成する「出張缶バッチクラフト」も承っています。
保育園、幼稚園、児童館のイベント、団体様のイベントでの大量発注もご利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。

担当：倉場・堀米
社会福祉法人北ひろしま福祉会 北広島デイセンター
TEL ０１１－３７２－７８３２

ご注文方法ご注文方法

ご注文・お問い合わせはご注文・お問い合わせは

まいピー・おもいで缶バッチ＜価格＞まいピー・おもいで缶バッチ＜価格＞

44mm 57mm

ご注文・お問い合わせはご注文・お問い合わせは 北広島セルプ TEL ０１１－３７２－７８６０

※まいピー価格は左記価格
　に50円プラスされます。



第57回施設開放事業第57回施設開放事業
夏の施設開放事業が、7月27日（金）～7月29日（日）の日程で
開催されました。毎年夏と冬の恒例行事となっていますが、今回
もたくさんのお申し込みありがとうございました。

1日目は、4種類の中から好みの楽器を選んで制作し、自由に飾
り付けをしました。その後、演奏者派遣団体の方々をお招きし、素
敵な生演奏を鑑賞後、制作した楽器を使い全員で演奏会を行い
ました。お昼は人気キャラクターのオムライス、おやつは夏らしい
スイカゼリーを召し上がっていただき、大好評でした。
2日目は2グループに分かれ、千歳箱根牧場でバター作り体験と、青空の下でジンギ
スカンを満喫したグループと、もう1グループは札幌市青少年科学館で、サイエンス

ショーの観賞後、お昼はバイキングをお腹いっぱい食べました。3日目は、絶好の
プール日和のなか、定山渓ビューホテルの広々としたプールで泳ぎ、種類豊富な
ビュッフェを楽しみました。
3日間通してお天気に恵まれ、終始笑顔が
絶えない時間を過ごしていただけました。
今後もより一層楽しんでいただける施設
開放事業を開催してまいります。

第6回 東部地区ソフトボール大会
9月1日(土)、北の台小学校グラウンドで東部地区生涯学習振
興会主催の『第6回 東部地区ソフトボール大会』が行われまし
た。今回も振興会役員の方々から「共に東部地区の横のつな
がりをつくっていこう！」と声掛けを頂き、北ひろしま福祉会
からは、職員計22名が集まり、2チームが参加しました。大会には東部地区の野球好
き8チームが集まり、2ブロックに分かれトーナメント形式で、それぞれ白熱した戦い
が繰り広げられました。結果はなんと、我ら『北ひろしま福祉会ＧＰスターズ』が見事に

優勝し、優勝賞品として地元の農産物を頂きました！
当日は快晴に恵まれ、大会後には青空の下で懇親会の焼
き肉パーティーにも参加させて頂きました。共に白球を
追いかけた方々と、東部地区の一員として交流を深める
ことができました。地域の方々のご理解とご協力があっ

て我々の仕事と利用者さんの生活が成り立っています。これからも地域の方々と
のつながりを大切にしていく機会としていきたいと思います。

9月6日(木)、北海道胆振地方中東部を震源とした地震がおきました。地震の
規模はマグニチュード6.7、震源の深さは37km。最大震度は、震度階級で最
も高い震度7という、今まで経験したことがない、とても大きな地震でした。
被災された方々には心からお見舞い申しあげると共に、復興に尽力されてい
る皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします。
当法人事業所においては、建物の損壊や利用者様にケガ等はありませんでし
た。震災発生後、自家発電設備のある東部緑の苑に災害対策本部を設置し、
事業継続計画に沿ってテレビやラジオからの情報、各事業所を利用している
利用者さんの安否、法人職員の安否、建物設備の被害状況、水、食料の確認を
密に行いながら職員一同団結し、この災害を乗り越えることができました。
今回の災害で新たに事業継続計画に対して足りないところもありましたの
で、法人全体として取り組んでいきます。

北海道胆振東部地震を振り返って北海道胆振東部地震を振り返って
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社会福祉法人 北ひろしま福祉会 事業所一覧

日増しに気温もさがり、冬の足音が聞こえてくるような季節
になりました。今回の施設広報誌では、平成30年度前期の
法人の動向・トピックスを中心に、北海道胆振東部地震での
法人の対応をご紹介を致しま
した。これからも、より積極的
に多くの方々に知っていただけ
るよう今後も地域貢献・街づく
りに参加していきたいと考え
ております。今後とも、北ひろ
しま福祉会を宜しくお願い致
します。

法人窓口

〒０６１－１１２３ 北広島市朝日町2丁目6番地9

電話代表 ０１１-３７３-８８０９　ＦＡＸ ０１１-３７３-８６７３

http://www.kitahiro-fukusikai.or.jp/　　　
https://www.facebook.com/kitahirofukusikai
honbu@kitahiro-fukusikai.or.jp

ホームページ

Facebook

E-mail
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第５8回施設開放事業
１２月２5日（火）～２7日（木）

共栄・北広島デイセンター
クリスマス会

とみがおか
クリスマス会

１２月１5日（土）

北ひろしま福祉会も応援しています!

パート 12/20
パート 12/22
パート 12/8
パート 12/7
パート 12/16
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