
平成２１年度特定非営利活動に係る事業報告 
平成２１年４月１日～平成２２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、新たに震災メモリアルイベントを実施

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５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。新規事業として、宝塚市から第５次総合計画策定業務を受託した。 
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。 

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。 

若者・子ども応援事業では情報のセーフティネットとしてブログポータル「関西子ども・若者サポーター

ズネット」の運営事業を実施した。 

宝塚市からは「宝塚市若者就労支援事業」を受託し、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NPOの情報発信を目的とするブログ「関西ええこと.mot」及び「バ

スマッププロジェクト」の運営を実施した。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。 

 

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 

２,２７７

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 4000 人 

阪神北ハウスの運営 ４月～３月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町、中洲 

2 人 一般市民 ３００人 

 １０４６

合  計   

 

 

３,３２３

 



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、田辺市 ３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 23 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 

2 人 市民・市民活動団体

等 

150 人 

７,８30

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受

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 

 

 

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  

５,５１０

 

 

 

 

 

 

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 1２00 人 

 

 

1２,０３２

 

 

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 40000 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 2500 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  2 人

一般 3４８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 9４５

関西子ども・若者サポーターズ

ネット・若者就労支援 

4 月～3 月 宝塚 NPO センター

宝塚市栄町 2 人

一般 1200０人 １,１００

合  計 2,0４5

 

 

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) 

関西ええこと.mot 

バスマップ 

4 月～3 月 宝塚ＮＰＯセンター

宝塚市栄町 
   １人

一般 2,000,000 人 
（ブログアクセス数を含む） 

 

5,８１５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 

 2 人

２６８件 

一般 １,０５９人 

 

４,７５４

 

 

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  

５,９２４

 

 

 

１２ 起業団体追跡調査等事業（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) 

起業団体追跡調査、ＣＢ実践

指導及びＣＢ起業啓発 

１２月～3 月 宝塚市及び但馬地

域他 

  ４人

ＮＰＯ法人７２団体 

一般 ８５７人 

 

２,６２４

 



（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 1,900,000 1,791,000
寄付金収入 350,000 1,335,964
助成金・補助金収入
  ＣＤＣ事業補助金 12,500,000 12,500,000
　若者・子ども応援事業助成金 1,000,000 1,000,000
  中間支援助成金 1,000,000 1,000,000
　その他助成金・補助金収入 0 229,500 女性未来会議他
事業収入
　啓発事業収入 2,436,000 3,121,039 講演料他
　市民活動促進事業収入 0 24,000 参加者負担
　ＣＤＣ事業収入 605,960 267,750 参加者負担
　若者・子ども応援事業 0 3,000
　インキュベーション事業収入 3,170,000 1,245,500 バスマップ
委託収入
　啓発事業収入 0 903,000 震災イベント
　宝塚市民活動促進事業収入 8,158,500 8,158,500
　宝塚市総合計画作成業務委託 5,607,000 5,607,000
　宝塚市若者就労支援事業収入 1,176,000 1,176,000
　インキュベーション事業収入 2,200,000 4,563,000 バスマップ・アドプト
　ふるさとＣＢ創出支援事業 5,616,000 5,190,000
　兵庫県就職促進事業収入 5,720,500 6,564,100
　起業団体追跡調査等事業 0 2,866,661
その他収入
　受取利息 0 1,968
　雑収入 150,000 149,584
経常収入合計 51,589,960 57,697,566

Ⅱ．経常支出の部
　　事業費

啓発事業費 2,953,651 2,276,279
宝塚市民活動促進事業費 6,750,352 7,829,071
宝塚市総合計画作成業務 5,607,000 5,509,039
CDC事業費 12,805,960 12,031,016
宝塚市若者就労支援事業費 1,176,000 1,099,167
若者・子ども応援事業費 1,000,000 944,665
インキュベーション事業費 5,196,000 5,814,843
ふるさとＣＢ創出支援事業費 5,616,000 4,753,135
兵庫県就職促進事業費 5,720,500 5,923,212
起業団体追跡調査 0 2,623,564

事業費合計 46,825,463 48,803,991
　　管理費

給与手当 0 0
ﾊﾟｰﾄ等給与 0 0
法定福利費 0 3,352,978
福利厚生費 15,000 19,209
研修費 15,000 0
発送費 40,000 26,900
渉外費 30,000 8,610
会議費 20,000 24,225
旅費交通費 1,000 3,460
通信費 1,000 800
印刷製本費 40,000 0
消耗品費 146,000 6,373
修繕費 35,000 60,679
水道光熱費 462,000 458,977
諸会費 92,000 89,100
支払手数料 16,000 47,416
ｿﾘｵ管理費 610,000 523,974
地代家賃 960,000 960,000
貸室使用料 0 36,600
リース料 0 0
保険料 29,000 55,320
租税公課 352,000 14,435
雑費 150,000 0
管理費合計 3,014,000 5,689,056
経常支出合計 49,839,463 54,493,047

　　経常収支差額 1,750,497 3,204,519
Ⅲ．その他資金支出の部

未払法人住民税等 82,000 1,030,600
　　当期収支差額 1,668,497 2,173,919
　　前期繰越収支差額 9,616,443 9,616,443
　　次期繰越収支差額 11,284,940 11,790,362
（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） 1,668,497 2,173,919
Ⅴ 正味財産減少の部
　　　 敷金償却額 70,000
　当期正味財産増減額 1,668,497 2,103,919
　前期繰越正味財産額 9,616,443 9,616,443
　当期正味財産合計 11,284,940 11,720,362

科　　　目

平成２１年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成２１年４月１日～平成２２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



Ⅰ.流動資産 Ⅰ.流動負債
  現金･預金 預り金（注6） 536,629
現金 133,665 会費前受金 69,000

郵便貯金　（注1） 137,254 負 前受金 100,000
資 普通預金　（注2） 1,297,382 債 未払金（注7） 3,227,109
産 （現金・貯金合計） 1,568,301 ・ 未払法人税等 82,000

未払消費税 948,600
の 未収入金（注3） 17,942,959 正 短期借入金 3,000,000
部 前払費用（注4） 96,000 味 負債合計 7,963,338

（小　計） 18,038,959 財 正味財産の部
産 前期繰越正味財産額 9,616,443

（流動資産合計） 19,607,260 の 当期正味財産増加額 2,103,919
Ⅱ.固定資産 部 正味財産合計 11,720,362

電話加入権 76,440
（固定資産合計） 76,440

19,683,700 19,683,700

注1 貯金　郵貯銀行 宝塚駅前支店               （通常貯金 14380 42224241）　3,124円
貯金　郵貯銀行 宝塚駅前支店               （郵便振替貯金）　 　　　　134,130円

注2 預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 宝塚中山支店阪急宝塚出張所    　（普通預金3629422）　1,234,946円
預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 宝塚中山支店阪急宝塚出張所　    （普通預金1034138）　   47,317円　
預金　近畿労働金庫 西宮支店　　　　                      （普通預金4301559）   　15,119円

注3 未収入金　21年度宝塚市民活動促進事業委託金               　4,079,250円　　　　
          21年度宝塚市総合計画策定事業委託金　             5,607,000円
　　　　　兵庫県生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄ事業補助金            　3,372,690円
          兵庫県生きがいしごとｻﾎﾟｰﾄ追跡事業委託金             53,411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        109,808円
　　　　　兵庫県社協ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ基金中間支援活動助成金　1,000,000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
          兵庫県阪神北県民局ひょうごｱﾄﾞﾌﾞﾄ事業委託金　　　 2,620,800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　16,000円
　　　　　　阪神北NPOﾊｳｽ　80,000円

注5 敷金　　　　㈱関西都市住居サービス　　70,000円
注6 預り金　　　給与源泉所得税　151,290円　　　労働・社会保険料　346,339円

　　　　　　講師料、コンサル謝金に係る源泉所得税　　　39,000円
注7 未払金　　　法定福利費事業主負担分　344,051円　　　３月分立替交通費　　354,698円

　　　　　　専門職員給与　　551,750円　緊急雇用職員給与　1,417,500円
　　　　　　講師謝金　　90,725円　　外注委託費　　142,760円
　　　　　　消耗品費　25,625円　　　ネットワーク費　　300,000円
　

その他の資産

資産合計 負債及び正味財産合計

2009年度特定非営利活動に係る事業会計
貸借対照表

2010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



（単位：円）
科目・摘要

Ⅰ 資産の部
    1 流動資産
        現金（手元有高） 133,665
        郵便貯金（宝塚駅前郵便局） 137,254
        普通預金（三菱東京ＵＦＪ銀行　宝塚中山支店阪急宝塚出張所） 1,234,946
        普通預金（三菱東京ＵＦＪ銀行 宝塚中山支店阪急宝塚出張所） 47,317
        普通預金（近畿労働金庫　西宮支店） 15,119
　　　　未収入金 17,942,959
　　　　前払費用 96,000
　　　　　　流動資産合計 19,607,260
   ２ 固定資産
        電話加入権 76,440
　　　　　　固定資産合計 76,440
    　　　　資産合計 19,683,700

Ⅱ 負債の部
    １流動負債
　　　　短期借入金 3,000,000
        預り金  職員の給与等にかかる源泉所得税 151,290
        預り金  職員の給与にかかる労働･社会保険料 346,339
        預り金　講師、コンサルにかかる源泉所得税 39,000
        会費前受金  2010年度会費  69,000
        前受金 2010年度寄付金 100,000
        未払金  法定福利費事業主負担分、他 3,227,109
　　　　未払法人住民税 82,000
　　　　未払消費税等 948,600
    　　　　流動負債合計 7,963,338
    　　　　負債合計 7,963,338
              正味財産 11,720,362
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