
 

平成２２年度特定非営利活動に係る事業報告 
平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 
   特定非営利活動法人宝塚 NPO センター 

事業の成果 

啓発事業として講座、講演、情報提供等を行うと共に、昨年に引き続き、震災メモリアルイベ

ントを実施、また、新たに子育て元気アップ事業（婚活）を実施した。 

中間支援組織の育成事業は、わかやまＮＰＯセンター及び富田林市に対して、ハンズオンで、

ＮＰＯ法人設立等コミュニティ・ビジネス起業を支援できる中間支援組織として育成するための

事業を実施した。 
ネットワーク事業では、地元自治会・商店会等との連携による「第 6 回ソリオ宝塚ふれあい夏祭

り」を開催し、合わせて但馬・丹波と宝塚を結ぶ農産物見本市を実施した。 

市民活動促進支援事業は宝塚市から受託し、NPO 法人の設立・運営相談、コミュニティ・ビジ

ネス起業支援、情報収集・提供、情報発信支援、行政との協働環境の構築に向けた検討業務等を実

施した。宝塚市から受託した第５次総合計画策定業務については、１２月に業務完了した。 
NPO 法人・コミュニティ・ビジネスの起業・運営・人材育成支援事業は、兵庫県から「生きがいしごと

サポートセンター事業」を受託、現地解決型の事業として相談者のペースに合わせたコミュニテ

ィ・ビジネス起業支援、NPO 法人、コミュニティ・ビジネスへの就業支援、無料職業紹介事業な

どの事業を実施すると共に、前年に引き続き、兵庫県から「生きがいしごとサポートセンターによる

就職促進事業」を受託し、失業者の雇用の確保に努めた。「ふるさとＣＢ創出支援事業」については、但

馬地域のまちづくり関係者等を対象に啓発活動を実施した。 

職業紹介事業ではキャリアカウンセリング、求人求職マッチングを実施した。 

宝塚市から受託した「宝塚市若者就労支援事業」については、就職困難な若者を対象にセミナーや職

場体験実習を実施した。 

インキュべーション事業として、阪神北ＮＰＯハウスの運営、また、兵庫県阪神北県民局から

「ひょうごアドプト推進業務」を受託した。 
新規事業として、兵庫県から「地域づくり担い手育成支援事業」を受託、同阪神北県民局から

「『きらっと☆ネットワーク』コーディネーター設置事業」を受託した。 

 

特定非営利活動に係る事業実施に関する事項 

１．啓発事業 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

ＮＰＯの啓発・相談・講座・研修 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 一般、市民活動団体等 

300 人 

1,946

調査視察受入れ、啓発・講演 随時 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 一般市民 3000 人 

 
 
 
 



２．中間支援組織の育成事業(経産省委託) 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

わかやまＮＰＯセンター、富田

林市に対し、ＮＰＯ法人設立等

のノウハウ指導と人材育成 

4 月～3 月 和歌山市、富田林

市 

２人 中間支援組織、NPO 法

人、等 100 人 

０

 

 

３． ネットワーク事業 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

ソリオ宝塚ふれあい夏祭り（自

治会との連携） 

8 月 24 日 交通広場 

宝塚市栄町 

 

2 人 一般市民 1000 人  

0

阪神ＮＰＯ連絡協議会 

 

4 月～3 月 宝塚ＮＰＯセンター

 

２人 ＮＰＯ法人等８００人 

０

阪神北県民局 きらっと☆カフ

ェ 

4 月～3 月 宝塚市旭町 1 人 一般市民 150 人 

0

 
 
４． 市民活動促進支援事業（宝塚市委託） 

事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

特定非営利活動法人の設立

支援 

随時 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

依頼場所 

3 人 市民・市民活動団体

等 

150 人 

7,772

特定非営利活動法人の運営

相談 

随時 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

3 人 市民・市民活動団体

等 

300 人 

市民活動団体の CB 等起業・

経営支援 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

１00 人 

まちづくり協議会の CB 等起

業・経営支援 

 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

１00 人 

まちづくり協議会関連事業情

報発信支援 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

500 人 

啓発講座・交流会運営 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

150 人 

行政との協働環境の構築に向

けた検討業務 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

500 人 

宝塚市協働のまちづくり公募

補助金事業運営支援業務 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

2 人 市民・市民活動団体

等 

50 人 

スローライフ情報発信・啓発業

務 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 

宝塚市中央公民館

3 人 市民・市民活動団体

等 

1000 人 

 

 

５． 宝塚市総合計画策定業務（宝塚市委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

総合計画策定事務局 4 月～3 月 宝塚市役所 

 ７人

宝塚市民不特定多数  

4,186

 



６．ＮＰＯ法人・コミュニティ・ビジネスの起業・運営・人材育成支援事業 

（兵庫県よりコミュニティ・ビジネス等生きがいしごと支援事業）（兵庫県補助） 

事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

ＮＰＯ･コミュニティ・ビジネスの

起業･運営相談事業 

随時 

 

宝塚ＮＰＯセンター

宝塚市栄町 
4 人

一般 2300 人 

 

12,969

情報収集・発信・提供 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 
1 人

一般 50000 人 

ネットワーキング、 交流サロン 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 2 人

一般 5000 人 

講座、講演会 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 2 人

一般 1000 人 

就業希望者の能力開発・ 職

業訓練 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター 

宝塚市栄町 2 人

一般 100 人 

コンサルティング事業 随時 宝塚 NPO センター

依頼場所 2 人

一般 50 人 

 

 

７． 職業紹介事業 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

キャリアカウンセリング、求人求

職マッチング 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町  4 人

一般 450 人  

0

 

 

８． 若者・子ども応援事業（宝塚市委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の 

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

宝塚市若者就労支援事業 4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 2 人

若者 300 人 

1,150

 

 

９． インキュベーション事業 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

阪神北 NPO ハウスの運営 4 月～3 月 宝塚ＮＰＯセンター

宝塚市栄町、中洲 2 人

一般市民 100 人 

2,878
ひょうごアドプト推進事業 4 月～3 月 阪神北県民局管内

2 人
一般 ５００人 

 

 

１０． ふるさとＣＢ創出支援事業（兵庫県委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

NPO 法人設立等ＣＢ起業相談

及び啓発 

5 月～3 月 但馬地域 

 4 人

406 件 

一般 1909 人 

 

11,920

 

 

１１ 就職促進事業（兵庫県委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

求人開拓、求人求職マッチン

グ 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町  2 人

一般  ３５０ 人  

5,715

 

 

 



１２ 「きらっと☆ネットワーク」コーディネーター設置事業（兵庫県阪神北県民局委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

共同利用システムの立ち上げ

及びネットワーク体制の構築等 

4 月～3 月 阪神北県民局管内

 
 2 人 阪神北県民局管内の

NPO 団体及び住民 

多数 

 

2,452

 
１３ 地域づくり活動担い手育成支援事業（兵庫県委託） 
事業内容 実施日時 実施場所  従事者の

人数 

受益対象者の範囲及

び人数 

支出額 

(千円) 

きらっと☆北摂フェスティバル

の開催並びに開催後の出展

団体間のネットワーク構築 

4 月～3 月 兵庫県内 

 
 

    ３人

 

兵庫県民 不特定多数  

5,270

 

 



収支計算書

（単位：円）

当初予算 決算額 備　考
（資金収支の部）
Ⅰ．経常収入の部

会費収入 1,700,000 1,618,000
寄付金収入 1,300,000 1,679,650
助成金・補助金収入
  生きサポ事業補助金 12,500,000 12,500,000
  中間支援助成金 1,000,000 1,000,000
　その他助成金・補助金収入 0 277,000 兵庫県子育て元気アップ事業他

事業収入
　啓発事業収入 1,500,000 543,934 講演料他
　市民活動促進事業収入 0 28,000 参加者負担
　生きサポ事業収入 451,000 285,000 参加者負担
　インキュベーション事業収入 900,000 191,791 阪神北NPOハウスサポート料
委託収入
　啓発事業収入 0 598,500 震災イベント
　宝塚市民活動促進事業 7,900,000 7,904,400
　宝塚市総合計画作成業務 4,300,000 4,137,000
　宝塚市若者就労支援事業 1,146,000 1,146,000
　インキュベーション事業 2,320,000 2,816,100 アドプト
　ふるさとＣＢ創出支援事業 11,919,000 11,919,000
　兵庫県就職促進事業収入 5,714,600 5,714,600
  　兵庫県きらっとネットワーク事業収入 2,917,000 2,729,050
　兵庫県地域づくり担い手育成支援事業 5,870,000 5,870,000
その他収入
　受取利息 0 2,281
　雑収入 100,000 363,702
経常収入合計 61,537,600 61,324,008

Ⅱ．経常支出の部
　　事業費

啓発事業費 3,343,540 1,946,142
宝塚市民活動促進事業費 5,720,300 7,772,955
宝塚市総合計画作成業務 4,300,000 4,185,545
生きサポ事業費 13,088,000 12,969,328
宝塚市若者就労支援事業費 1,146,000 1,149,614
インキュベーション事業費 2,380,000 2,878,389
ふるさとＣＢ創出支援事業費 11,919,000 11,920,265
兵庫県就職促進事業費 5,714,600 5,715,783
兵庫県きらっとネットワーク事業 2,917,000 2,452,317
兵庫県地域づくり担い手育成支援事業 5,870,000 5,269,770

事業費合計 56,398,440 56,260,108
　　管理費

給与手当 0 0
ﾊﾟｰﾄ等給与 0 0
法定福利費 0 0
福利厚生費 15,000 71,412
研修費 15,000 13,000
発送費 40,000 3,280
渉外費 30,000 25,337
会議費 20,000 24,300
旅費交通費 1,000 22,300
通信費 1,000 203,990
印刷製本費 40,000 1,100
消耗品費 200,000 96,514
修繕費 35,000 61,160
水道光熱費 570,000 517,975
諸会費 92,000 51,000
支払手数料 16,000 6,984
ｿﾘｵ管理費 590,000 483,978
地代家賃 960,000 545,000
貸室使用料 0 2,700
リース料 0 0
保険料 29,000 0
租税公課 339,000 11,300
雑費 50,000 0
管理費合計 3,043,000 2,141,330
経常支出合計 59,441,440 58,401,438

　　経常収支差額 2,096,160 2,922,570
Ⅲ．その他資金支出の部

未払法人住民税等 82,000 0
　　当期収支差額 2,014,160 2,922,570
　　前期繰越収支差額 11,720,362 11,720,362
　　次期繰越収支差額 13,734,522 14,642,932
（正味財産増減の部）
IV 正味財産増加の部

当期収支差額（再掲） 2,014,160 2,922,570
Ⅴ 正味財産減少の部 0 0
　当期正味財産増減額 2,014,160 2,922,570
　前期繰越正味財産額 11,720,362 11,720,362
　当期正味財産合計 13,734,522 14,642,932

科　　　目

平成２２年度特定非営利活動に係る事業会計

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　宝塚NPOセンター

特定非営利活動に係る収支予算及び決算



（単位：円）
科目・摘要

Ⅰ 資産の部
    1 流動資産
        現金（手元有高） 203,141
        郵便貯金（宝塚駅前郵便局） 3,664,423
        普通預金（三菱東京ＵＦＪ銀行　阪急宝塚出張所） 1,961,424
        普通預金（三菱東京ＵＦＪ銀行  阪急宝塚出張所） 1,094,588
        普通預金（近畿労働金庫　西宮支店） 24,712
　　　　未収入金 11,796,041
　　　　前払費用 50,078
　　　　　　流動資産合計 18,794,407
   ２ 固定資産
        電話加入権 76,440
　　　　　　固定資産合計 76,440
    　　　　資産合計 18,870,847

Ⅱ 負債の部
    １流動負債
        預り金  職員の給与等にかかる源泉所得税 25,700
        預り金  職員の給与にかかる労働･社会保険料 293,403
        預り金　講師、コンサルにかかる源泉所得税 38,900
        会費前受金  平成23年度会費  202,000
        未払金  法定福利費事業主負担分、給与他 3,094,912
　　　　未払消費税等 573,000
    　　　　流動負債合計 4,227,915
    　　　　負債合計 4,227,915
              正味財産 14,642,932

財産目録
平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人宝塚NPOセンター

金 額

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計

10



Ⅰ.流動資産 Ⅰ.流動負債
  現金･預金 預り金（注5） 358,003
現金 203,141 会費前受金 202,000

郵便貯金　（注1） 3,664,423 負 前受金 0
資 普通預金　（注2） 3,080,724 債 未払金（注6） 3,094,912
産 （現金・貯金合計） 6,948,288 ・ 未払法人税等 0

未払消費税等 573,000
の 未収入金（注3） 11,796,041 正

部 前払費用（注4） 50,078 味 負債合計 4,227,915

（小　計） 11,846,119 財 正味財産の部
産 前期繰越正味財産額 11,720,362

（流動資産合計） 18,794,407 の 当期正味財産増加額 2,922,570
Ⅱ.固定資産 部 正味財産合計 14,642,932

電話加入権 76,440
（固定資産合計） 76,440

18,870,847 18,870,847

注1 貯金　郵貯銀行 宝塚駅前支店               （通常貯金 14380 42224241）　2,731,393円
貯金　郵貯銀行 宝塚駅前支店               （郵便振替貯金）　 　　　　　　933,030円

注2 預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 阪急宝塚出張所  　　   　（普通預金3629422）　1,961,424円
預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 阪急宝塚出張所　         （普通預金1034138 　 1,094,588円　
預金　近畿労働金庫 西宮支店　                     （普通預金4301559）   　24,712円

注3 未収入金　宝塚市民活動促進事業委託金                     　3,952,200円　　　　
　　　　　兵庫県生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄ事業補助金            　2,582,749円
          兵庫県生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄ就職促進事業委託金        429,992円
　　　　　兵庫県社協ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ基金行政・NPO協働助成金     　  1,000,000円
          ふるさとＣＢ創出支援事業委託金　　 　   　　　　 　915,000円
          兵庫県阪神北県民局ひょうごｱﾄﾞﾌﾞﾄ事業委託金　　 　2,816,100円
　　　　　兵庫県小規模作業所等新体系推進に係るNPO連携事業助成金　100,000円

注4 前払費用　　ソリオ管理費　39,998円
　　　　　　ボランティア保険　10,080円

注5 預り金　　　給与源泉所得税　25,700円　　　社会保険料　293,403円
　　　　　　講師料、コンサル謝金に係る源泉所得税　 　　38,900円

注6 未払金　　　法定福利費事業主負担分　251,417円　　　通勤費　100,341円
　　　　　　職員給与　　796,000円　　　緊急雇用職員給与　1,200,000円
　　　　　　パート給与　　50,000円　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ費用 　368,500円
　　　　　　水道光熱費　　30,284円　　立替旅費交通費　　　　76,770円
　　　　　　通信費（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ他）　　　164,060円　
　　　　　　阪神北ハウス現状回復修繕費57,540円　

その他の資産

資産合計 負債及び正味財産合計

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計
貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人宝塚NPOセンター
（単位：円）

借　方 決算額 貸　方 決算額
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