
平成30年度事業報告書
（平成30年4月1日から平成31年3月31日）

特定非営利活動法人
芦屋市手をつなぐ育成会

１．事業実施の成果
前年に開設したホームページを活用して育成会の活動の周知、公開講演会、児童デイなどの情報の発信に努めました。公開講演会は

支援学校保護者対象の「年金について」「支援学校卒業後の進路について」県育成会と共催の「知的障害者が高齢になったとき」を開催

しました。いずれの講演会も多数の参加者がありました。また災害時に備えて「災害時要援護者対応マニュアル（知的障がい者編）」を

作成、関係各所に配布中です。ふうせんバレー、音楽ひろばも固定した参加者を得ています。また新規の会員も少人数ながら確保する

ことが出来ました。

２．事業実施に関する事項
事業名 内容 実施日 実施場所　 従事者の 事業の対象者の範囲 支出額

人数 及び人数

心身障害者（児） 年末のつどい 12月 福祉センター 18人 本人、保護者、行政等   　                150人

の相談と支援 障がい児・者作品展 12月 福祉センター 5人 同上  　                　　　　　　　　　　　　　

事業 盆踊り 8月 みどり地域生活 2人 本人、保護者、行政、福祉関係、市民等

支援センター 200人

ふうせんバレー 12回 福祉センター等 36人 本人、保護者、福祉関係　                    250人 81,538

音楽ひろば 12回 木口記念館 12人 本人、保護者、福祉関係等　    　　　　208人 64,503

ふれあい運動会 11月 総合公園 5人 本人、保護者、行政、福祉関係、市民等250人

福祉フェア 7月 福祉センター等 1人 本人、保護者、福祉関係等　  　  　　　　

障害児等職業体験事業 1月 キッザニア甲子園 5人 本人、保護者、　  　  　　　　 380

計 146,421

人材の育成と 阪神地区保護者研修会 11月 猪名川町 13人 14,784

研修に関する 県知的障害者大会 10月 明石市 2人 7,120

事業 県育成会主催施設見学 1回 あいすくりーむの家 2人 4,360

公開講演会 4回 福祉センター等 252人 55,629

施設見学 2回 喜楽苑等 18人 15,680

計 97,573

地域啓発に係る 情報誌等の配布 福祉センター 保護者・市民等　　　　　　　　　　　　　　700人700人 224,936

事業 HP,チラシ作成等 33,458

計 258,394

関係機関と福祉 育成会阪神地区連絡会 4回 猪名川町 12人 保護者 25,920

団体との連携に 芦障連互礼会 1月 木口記念館等 6人 保護者、行政、福祉関係

係る事業 芦障連連絡会 6回 福祉センター 15人 保護者

あしやNPOセンター関連 8回 市民活動センター 8人 保護者

自立支援協議会 ４回 福祉センター等 7人 保護者、行政、福祉関係

県育成会会長会関連 2回 県福祉センター 2人 保護者

県サポート協会評議員関連 3回 県福祉センター 3人 保護者

市行政関連 11回 市役所等 24人 保護者、行政

芦屋市障がい児者福祉会 10回 みどり地域生活 10人 同上

関連 支援センター

差別解消法支援協議会 1回 市役所等 1人 行政、福祉関係

木口20周年記念式典 9月 木口記念会館 1人 行政、福祉関係

宝塚育成会50周年記念式典 5月 宝塚市 1人 行政、福祉関係 880

ライフサポートステーション 11月 芦屋市 1人 行政、福祉関係

放課後デイサービス説明会 2月 木口記念会館 3人 行政、福祉関係、保護者

賀詞交換会 1月 ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙH 1人 保護者、福祉関係 8,520

県育成会分担金 108,340

阪神地区分担金 6,450

社協団体会員費用 10,000

市民活動センター会費 10,000

芦障連会費

その他

計 170,110



３．組織運営
内容 実施日 実施場所　 従事者の 事業の対象者の範囲 支出額

人数 及び人数

総会 5月 木口記念会館 保護者、行政 36,454

定例会 9回 福祉センター 保護者 45,559

役員会 12回 福祉センター 同上

その他

予備費

計 82,013



科目
（資金収支の部）
Ⅰ　経常収入の部
　１　会費収入 258,000 6,000×43名
　　　賛助会員会費 50,000 2,000×25名（25口）

① 308,000

　2　寄付金 ② 70,000
　3　補助金収入 ③ 53,805
　4　雑収入 ④ 50,865
　5　その他の事業会計からの繰入れ ⑤ 0

Ａ 174,670
　　　経常収入合計　　（ア） ②～⑤の合計

ア 482,670

Ⅱ　経常支出の部
　１　事業費
　　　諸謝金 ⑥ 156,000
　　　研修会費 ⑦ 17,224
　　　交通費 ⑧ 44,320
　　　図書費 ⑨ 208,740
　　　消耗品費 ➉ 9,482
　　　諸会費 ⑪ 134,790
　　　印刷費 ⑫ 26,805
　　　通信費 ⑬ 22,900
　　　慶弔費 ⑭ 0
　　　雑費 ⑮ 52,237
　　　　　
　　　　　経費計 Ｂ 672,498
　　　

　２　管理費
　　　消耗品費 ⑯  31,545
　　　慶弔費 ⑰ 0
　　　印刷費 ⑱ 5,114
　　　通信費 ⑲ 13,326
　　　雑費 ⑳ 32,028
　　　　　　経費計 C 82,013

⑯～⑳の合計⑳の合計

　　　経常支出合計　　（イ） イ　 754,511

　　　経常収支差額　　（ウ） ウ　 △ 271,841

　　　前期繰越収支差額 エ 28,940,507
　　　当期収支差額 △ 271,841

（エ＋ウ）
　　　次期繰越収支差額 28,668,666

平成30年度活動計算書
　　平成30年4月1日から　　平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人　芦屋市手をつなぐ育成会
金額（単位：円）

（①＋Ａ）

⑥～⑮の合計

（Ｂ＋C）

（ア－イ）



科目・摘要
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金預金
　　　　　現金　　　現金手許有高 ① 0
　　　　　定期預金三菱UFJ銀行北芦屋支店 ② 7,552,916
　　　　　定期預金三井住友銀行芦屋駅前支店 ③ 8,199,300
　　　　　定期預金(株）ゆうちょ銀行芦屋駅前支店 ④ 7,779,659
　　　　　普通預金みなと銀行芦屋駅前支店バザー⑤ 1,975,151
　　　　　普通預金三井住友銀行芦屋駅前支店 ⑥ 3,161,640
　　　　流動資産合計　　（Ａ） 28,668,666

①～⑥の合計
　２　固定資産

　　　　　固定資産合計　　（Ｂ） 0 Ｂ　              0

　　　　　資産合計　　　　　（ア） 28,668,666
（A＋B）

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

　　　　　流動負債合計　　（Ｃ） 0 Ｃ　              0

　２　固定負債

　　　　　固定負債合計　　（Ｄ） 0 Ｄ　              0

　　　　　負債合計　　　　　（イ） イ　               0
　 （Ｃ＋Ｄ）
　　　　　正味財産　　　　　（ウ） 28,668,666

（ア－イ）

平成30年度｢特定非営利活動に係る事業｣会計財産目録

平成31年3月31日現在

　　　特定非営利活動法人　芦屋市手をつなぐ育成会　

金額（単位：円）



科目 科目

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

　１　流動資産 　１　流動負債

　　　　　現金 ①　　　　　　　0

　　　　　預金 ②　28,668,666

0

　　　流動資産合計 Ａ　28,668,666 　　　流動負債合計　（Ｃ） Ｃ　　　　　      　０

①～②の合計

　２　固定資産 　２　固定負債

0 0

　   固定資産合計 Ｂ　 　　　　    ０ 　　　固定負債合計　（Ｄ） Ｄ　　　　   　　   ０

　　　負債合計　（イ） イ　　　　   　　   ０

（Ｃ＋Ｄ）

Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産　 ウ    28,940,507

　　　当期正味財産増加額 エ    △ 271,841

　　　正味財産合計　 オ   28,668,666

（ウ＋エ）

　　　資産合計　 ア　 28,668,666 　 負債及び正味財産合計 カ    28,668,666

（Ａ＋Ｂ）　 （イ＋オ）

注）　アとカは同額　　　エには収支計算書の当期収支差額を記入

平成30年度｢特定非営利活動に係る事業｣会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人芦屋市手をつなぐ育成会　

金額（単位：円） 金額（単位：円）


