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社 会 福 祉 法 人
北ひろしま福祉会

エゾエンゴ・サク

咲く

新型コロナ感染症
（COVID−１９）
の影響で予定されていた東京オリンピックをはじめ日本古来の伝統のお祭り等多くの事業が中止になりま
した。
また、
新型コロナ感染症
（COVID−１９）
で多くの人が尊い命を落とされました事、
心からお悔やみ申し上げます。
そのような中で、
高橋
常務理事、
当法人の施設危機管理部がリーダーシップをとり、
更に、
感染症委員会、
各事業所所長を中心に400余名の職員が適切な対
応をしていただき、
誰一人として感染者を出さなかったという事に心から安堵しております。
法人設立70周年の様々な事業も、
法人の全体行事としては中止になりましたが、利用者の皆様を喜ばせたい ということで、
事業所ごとに
行事を開催し、
利用者の皆様に喜んでいただいたと報告を頂きました。
このような状況下でも、
常に利用者の皆様を中心に考えていただけ
る事業所所長、
職員に心から感謝申し上げます。
まだまだ、
収束という状況ではありませんし、
これからはインフルエンザも流行する季節を迎えます。
今後も全職員で協力してコロナ、
イン
フルエンザの感染者を出さないように気を付けていきたいと思います。
また、
ボールパーク(日本ハムファイターズの新球場)の造成が順調に進んでいます。
それに伴い周辺の環境は大きく様変わりすることになり
ます。
ボールパークの完成まで道路の拡幅工事等に伴い、
工事車両の行き来も多くなります。
入所施設の利用者の皆様や職員の皆様に
ボールパーク完成まで、
事故なく安心して今までと同じ生活ができるように工事業者の皆さんに法人からお願いしています。
世界にも稀の
ない夢の球場の完成を心待ちにし、
また、
ボールパーク周辺がどのような街になるのか今からみなさんで楽しみに待ちたいと思っています。
北ひろしま福祉会

平成31年度

理事長

渡邊憲介

決算情報

貸借対照表 令和2年3月31日現在
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産
建物付属設備
権利
ソフトウェア
無形リース資産
退職給付引当資産
その他の固定資産
修繕費積立資産
人件費積立資産
減価償却積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計

資 産 の 部
当年度末
前年度末
897,512,344
848,125,414
450,915,441
449,469,301
378,366,520
344,376,870
21,851,344
4,613,003
0
450,000
8,707,554
12,181,322
3,275,243
5,938,867
470,639
641,223
2,245,933
1,706,036
24,926,145
21,241,930
6,753,525
7,506,862
3,157,058,363
3,047,179,698
2,430,989,657
2,489,242,606
230,925,850
243,161,850
1,817,564,315
1,897,761,043
382,499,492
348,319,713
726,068,706
557,937,092
7,256,883
7,256,883
38,471,612
41,300,249
49,529,743
55,463,311
6,961,504
11,447,440
4,280,057
6,479,654
26,547,527
39,536,111
0
4,837,104
48,119,973
52,730,426
10,145,481
10,315,235
1,013,101
525,096
0
162,108
224,104,475
209,741,125
10,000
10,000
2,784,000
2,784,000
15,500,000
0
80,594,350
115,348,350
210,750,000
0
4,054,570,707
3,895,305,112

（単位：円）
増 減
49,386,930
1,446,140
33,989,650
17,238,341
△450,000
△3,473,768
△2,663,624
△170,584
539,897
3,684,215
△753,337
109,878,665
△58,252,949
△12,236,000
△80,196,728
34,179,779
168,131,614
0
△2,828,637
△5,933,568
△4,485,936
△2,199,597
△12,988,584
△4,837,104
△4,610,453
△169,754
488,005
△162,108
14,363,350
0
0
15,500,000
△34,754,000
210,750,000
159,265,595

負
流動負債
事業未払金
その他の未払金
買掛金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
人件費積立金
減価償却積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
330,109,720
89,151,897
1,073,618
4,433,825
52,460,617
0
72,110,078
114,785
26,850
2,042,000
108,696,050
1,005,947,193
781,842,718
0
224,104,475
1,336,056,913
純 資 産 の 部
677,787,984
677,787,984
850,197,610
850,197,610
309,628,350
2,784,000
15,500,000
80,594,350
210,750,000
880,899,850
880,899,850
198,715,881

2,718,513,794
4,054,570,707

前年度末
300,709,521
74,219,280
527,063
7,132,921
52,120,042
1,763,532
33,941,853
23,710,435
118,845
1,998,000
105,177,550
1,047,603,708
834,303,335
3,559,248
209,741,125
1,348,313,229

増 減
29,400,199
14,932,617
546,555
△2,699,096
340,575
△1,763,532
38,168,225
△23,595,650
△91,995
44,000
3,518,500
△41,656,515
△52,460,617
△3,559,248
14,363,350
△12,256,316

677,787,984
677,787,984
877,391,580
877,391,580
118,132,350
2,784,000
0
115,348,350
0
873,679,969
873,679,969
△29,516,585

0
0
△27,193,970
△27,193,970
191,496,000
0
15,500,000
△34,754,000
210,750,000
7,219,881
7,219,881
228,232,466

2,546,991,883
3,895,305,112

171,521,911
159,265,595

資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

事業活動による収支

勘 定 科 目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
収入
支出

施設整備等
による収支

収入 支出

その他の活動

による収支

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

事業活動計算書

自 平成31年4月1日

サービス活動増減の部

収益
費用

サービス活動外
増減の部

収益
費用

特別増減の部

繰越活動増減
差額の部

決算(B)
615,497,430
94,043,630
1,751,161,922
65,640,867
184,728
22,170
6,985,155
2,533,535,902
1,602,322,834
323,909,052
332,430,157
149,088,625
1,522,629
7,568,424
18,258
40,566
2,416,900,545
116,635,357
52,295,000
217,520,360
269,815,360
52,120,042
119,358,182
1,763,532
173,241,756
96,573,604
46,754,000
46,754,000
238,250,000
238,250,000
△191,496,000

差異(A)-(B)
△423,430
62,134,370
△5,071,922
△455,867
△728
△3,170
△219,155
55,960,098
14,281,166
37,818,948
2,329,843
6,200,375
4,371
1,576
4,742
△40,566
60,600,455
△4,640,357
0
△360
△360
958
△951,182
2,468
△947,756
947,396
0
0
△4,500,000
△4,500,000
4,500,000

―

0

21,712,961

807,039

704,129,758
726,649,758

704,129,758
725,842,719

0
807,039

当年度決算(A)
615,497,430
94,043,630
1,751,161,922
0
65,640,867
184,728
2,526,528,577
1,605,841,334
323,909,052
332,668,762
149,489,962
1,522,629
152,952,696
△55,039,474
40,566
2,511,385,527
15,143,050
22,170
6,985,155
7,007,325
7,568,424
18,258
7,586,682
△579,357
14,563,693
52,295,000
205,284,359
257,579,359
43,905,367
△22,773,196
52,295,000
73,427,171
184,152,188
198,715,881
873,679,969
1,072,395,850
0
46,754,000
238,250,000
880,899,850

前年度決算(B)
589,765,374
126,928,925
1,653,952,604
136,000
36,258,878
777,719
2,407,819,500
1,537,116,532
316,895,617
316,922,072
157,160,212
1,586,801
164,520,957
△58,881,891
0
2,435,320,300
△27,500,800
28,216
5,812,687
5,840,903
7,883,138
43,539
7,926,677
△2,085,774
△29,586,574
0
69,999
69,999
10
0
0
10
69,989
△29,516,585
873,067,554
843,550,969
0
38,129,000
8,000,000
873,679,969

増減(A)-(B)
25,732,056
△32,885,295
97,209,318
△136,000
29,381,989
△592,991
118,709,077
68,724,802
7,013,435
15,746,690
△7,670,250
△64,172
△11,568,261
3,842,417
40,566
76,065,227
42,643,850
△6,046
1,172,468
1,166,422
△314,714
△25,281
△339,995
1,506,417
44,150,267
52,295,000
205,214,360
257,509,360
43,905,357
△22,773,196
52,295,000
73,427,161
184,082,199
228,232,466
612,415
228,844,881
0
8,625,000
230,250,000
7,219,881

至 令和2年3月31日

勘 定 科 目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
職場適応援助者助成金収益
私的契約利用料収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

（単位：円）

予算(A)
615,074,000
156,178,000
1,746,090,000
65,185,000
184,000
19,000
6,766,000
2,589,496,000
1,616,604,000
361,728,000
334,760,000
155,289,000
1,527,000
7,570,000
23,000
0
2,477,501,000
111,995,000
52,295,000
217,520,000
269,815,000
52,121,000
118,407,000
1,766,000
172,294,000
97,521,000
46,754,000
46,754,000
233,750,000
233,750,000
△186,996,000
0
0
22,520,000

（単位：円）

就 労 セ ン タ ー ジョブ

地 産 地 消 へ の 取り組 み

就労センタージョブでは安全・安心な北海道産食材を使用した地産地消に積極的に取り組
んでいます。
パンの製造販売では、北広島市内の農家で作られているアロニアを３日間砂糖漬けにしてパ
ン生地に混ぜた アロニアパン を開発し、北広島駅のふゅーるや夢プラザなど各所で販売し
ています。 アロニアパン は新聞でも紹介され、販売前からたくさんのお客様よりお問い合
わせ頂き、多くのお客様に喜ばれています。

また、北広島市内で 農福連携 を積極的に推進している竹内農園
様と提携し、インゲン豆や調理用トマトといった野菜の収穫や袋
詰めなどの作業を利用者様と職員で行っています。
レストランやお弁当製 造・販 売では、その
野 菜 を 使った 、お 弁 当 やレストラン のメ
ニューの開発を進めております。今後も就
労センタージョブ では食の安心・安 全・地
産 地消にこだわって地 域の 皆 様にサービ
ス提供してまいります。

北 広 島セルプ

工福連携

北広島セルプでは、６月より市内にある林業用機械の販売、加工・修理メー
カーの澄川工作所（代表取締役

齋藤

聖悟）様と『ボルト式滑り止め金具』

の加工による 工福連携 を始めました。
作業としては、油圧ショベルのシュープレート（キャタピラー）の部分に装着
する滑り止めの穴あけ加工です。道内唯一の製造を澄川工作所様と北広島
セルプで行っていく事になりました。
安全配慮、機械操作、巧緻な作業と利用者様にとっては様々な技術の習得も
必要になりますが、就職先の開拓にもつながり非常にやりがいのある仕事で
す。地元企業との強力なタッグのもと、これからの二次産業との連携にも目
を向けていきたいと考えています。

とみがおか・共栄

合同イベント

今 年は、新型コロナウイルス感 染防止の観点から、例年行っているグリーンフェ
スティバルを開催することができませんでした。 利用者様はお祭りを楽しみに
している。なんとか開催できないだろうか と、グリーンフェスティバル実行委員
会で協議をしました。その中で今回、とみがおか・共栄合同イベントを企画しまし
た。当日は、職員を中心に出店を出し、焼鳥・ラーメン・焼きそば・フランクフルト
等、利用者様が好きな食事を用意して、お腹いっぱいになるまで楽しんでいただ
きました。行ったお店でシールを貼ってもらい、どのお店に行ったか一目でわか
るようにスタンプカードも用意しました。食事以外にもくじ引きやカラオケ大会
もあり、カラオケ大会では、ステージ上で歌っている方、歌に合わせて踊っている
方もいて、大盛況で終えることができました。

北 広 島 デ イセンタ ー 秋 祭り
今年は、事業所内で 秋祭り を開催しました。外にテントを建て、
お祭りメニューの昼食を堪能し、出店では射的や千本引き、スー
パーボールすくいなどで遊びました。シューティングゲームでは仲
間がシュートを決めると大盛り上がり。このお祭りを心待ちにし
てくれていた方も多く、ゲームの応援にもより一層熱が入ってい
ました。
密を避けての開催とはなりましたが、当日は久しぶりの行事を楽しむ皆さんの笑顔で溢れていました。職
員としてもこれからwithコロナで
過ごしていく上で、とても良い第一
歩となる行事になりました。今後も
工夫を凝らし、楽しんで通所できる
事業所を目指します。

グリーンパーク北ひろ 防災用品を考える
胆振東部地震から２年が経過しました。私たちの住む北広島
市は、震 度５弱の揺れとブラックアウトを経 験しました。あの
時、備えていた防災備品で（市販の防災品をセットにした既製
品のリュック）、電気の通らない3日間を過ごしました。既製の
セットのものは、障がいをお持ちの方だと使い方が複雑だっ
たり、管理していくことが難しい物も含まれていました。震 災
時に使ってみた結果、利用者様にあったもの、使わないものや足りないものが見えてきました。
そこで、当事業所では利用者様の現状にあった防災リュックセットを作成していく事になりました。作成していく上で、①なるべく価格
を抑えること、②冬場や夏の暑い時期でも対応できること、③使いやすいことの三点を大切にして、事業所内で話し合いながら1年か
けて構想を練りサンプル作成しました。手回しラジオは乾電池式のラジオとライト、10リットルのタンクは700mlほど入るビニール
製の水筒、ブランケットとブルーシート、空気枕はアルミブランケットと座布団になる防災頭巾に変えました。また絆創膏やマスクな
どの衛生用品も加えて、使い方がシンプルで、リュックの容量を圧迫しないように工夫しました。
このコロナの影響で、衛生用品の確保が難しい状況が続いた為、実際に利用者様の手に渡るのはもう少し先になってしまいますが、
万が一被災した時に、利用者様が困らないように、内容をしっかりと確認していきたいと思います。

社 会 福 祉 法 人 北 ひろしま福 祉 会 事 業 所 一 覧
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駅前通
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北ひろしま福祉会も応援しています!

編
新型コロナウイルス感染
症の流行状況を確認しな
がら、行事等を開催して
いきます。
開催等については、事業
所よりお 知 らせ 致 しま
す。ご了承下さい。

集

後

記

今年2月に確認された新型コロナウイルスにより、世界中が混
乱している中、幸いにも当法人から感染者の確認はされてい
ません。感染防止を徹底しながら、職員は利用者支援、入居者
支援をいつもと同じように行え
るように、一 生 懸命職 務に従事
しております。今号では、現在の
状況をふまえ、各事 業所のイベ
ントや取組などを紹介させてい
ただきました。今後も感染 症対
策をしっかりと行い、法 人理 念
に向かって邁進してまいります。

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
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