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2011～2012 年のトピックス 

倉敷・岡山／地域のトピックス 

倉敷市域では新しい拠点センターが相次いで開館 

昨年 10 月の児島市民交流センター開館に続き、玉島市民交流センターが

平成 24 年 4 月 1 日オープンした。単に建物が新しいというだけではなく、両施

設とも指定管理によって運営されており、名実ともに《新しい公共施設》として

期待が高い。倉敷市のウェブサイトでは“市民交流や文化・スポーツ活動など

の新たな拠点施設として”と紹介されているが、市民活動の拠点としても活用さ

れる事に期待したい。また水島地区には倉敷市環境学習センターがオープン

した。これは旧水島サロンをリニューアルした環境交流スクエア内にできたもの

で、当面倉敷市が直営で運営することとなっている。倉敷や高梁川流域の環

境学習の拠点施設として期待したい。 

県域では２つの Share／おかやまシェア・ウェブとみんなでつくる財団 

岡山 NPO センターにより進められている新しい公共支援事業の一環で、２つ

の Share の仕組みができつつある。ひとつは「おかやまシェア・ウェブ」、もうひと

つは「みんなでつくる財団設立プロジェクト」である。 

「おかやまシェア・ウェブは岡山の社会課題とその解決に取り組む NPO がい

ちどにわかるサイトとして開設された。 http://okayama-share.jp/ 

 

NPO の情報開示システムとしてはこれまでも公益ポータルサイトとして

NPOKAYAMA があるが、法人しか登録できない制約があった。

http://npokayama.canpan.info/ 

今回のおかやまシェア・ウェブは「地域や社会の課題」という切り口から情報

を発信しており、その課題解決の担い手としての NPO を同時に見せる形となっ

ており非常にめずらしい。また法人格を持たない任意団体が登録できるので、

小さな草の根の団体にも登録をオススメする。(2012/8/28 現在の登録数は 28

団体となっている。) 
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もうひとつの Share「みんなでつくる財団設立プロジェクト」は市民財団として

基本財産の 300 万円をみんなからの寄付金で集めての設立をめざしている。 

３つの機能を想定しており①割り

勘で夢をかなえよう！（事業提案型

助成の仕組み）、②みんなの貯金

箱を持とう。（テーマ等提案型プロ

グラム）、③みんなとやればできる

はず（地域課題解決のための円卓

会議）となっている。（括弧内は当

会の注記） 

先行事例である京都地域創造基

金などから学び、地域内”志金”循

環の仕組みづくりへの挑戦である。

今後の拡大と発展に、当会もしっか

りと協力していきたい。 

 

日本のトピックス 

ＮＰＯ法改正と新寄付税制 

ＮＰＯ法改正と新寄付税制について

は「100 年に１度」と言われるほどの画

期的な制度改革であるため、また認定

ＮＰＯ法人の仮認定制度が施行された

のが 2012 年 4 月 1 日であるため、ここ

でもう一度ふれたい。 

今回のＮＰＯ法改正のポイントは『認

定ＮＰＯ法人になるための基準が緩和

され、寄付が集めやすくなる』といわれ

ている。基準の緩和は以下の２点だ。 

１）３０００円以上の寄付を１００人以上

から集められれば OK 

２）仮認定制度で３年間だけ“ほぼ認定ＮＰＯ法人”の優遇 

基準緩和で“認定”になると受けられる優遇は、これまでは寄付した分だけ所

得が安くなる「所得控除」のみだったが、新ルールでは税金そのものを値引き

できる「税額控除」も使えるようになった。これを 大限活用すると、寄付した側

が寄付金額の５０％にあたる金額を税金から引くこともできるという画期的な制

度となっている。また企業などの法人が認定ＮＰＯ法人に寄付をした場合、寄

付額の一部を損金（法人税上の経費）として計上することができるようになって

おり、認定ＮＰＯ法人が増える事で寄付のしやすい環境が整う事になる。 



くらしきパートナーシップ推進ひろば ２０１１年度【第９期】 事業報告書（2011/7/1～2012/6/30） 

- 4 - 

市民の意識や行動の新しい流れ－原発事故と SNS 

東日本大震災をきっかけとした原発事故以後、日本の市民社会と民主主義

は大きくゆらいでいるようだ。舞台としてあるのは間接民主主義のほころびであ

り、現象として起こっているのは市民が成熟への階段を上がりはじめた騒動の

ようにみえる。「民主主義のほころび」とは、民意をどう集め、どう反映し、国政を

進めるのか？という問題に対してこれまでの方法では対応しきれない事態や時

代になっているのでは？という問題である。これに対し市民にも（遅まきながら

ではあるものの）動きが見られる。きっかけは情報の流れが大きく変わった事だ。

インターネットによる様々なツールの普及により「誰でも」「今」の情報へアクセス

できるようになった事が決定的な変化を生んだ。例えば原発事故当初のツイッ

ターやユーチューブでは政府発表や大手マスコミが報じられない「想定される

事故状況」や「 悪のシナリオ」が流通しており、ひとりひとりの市民が情報を収

集し、発信し、口コミでひろがっていくという新しい形が急速に拡大してきた。こ

れは“組織化されない個人としての１人１人がメディアとして機能する”時代の

到来だ。従来のように一部の利権者に都合の悪い情報を隠す事が事実上不

可能になりつつある。そこに大きく貢献しているのがツイッターやフェイスブック

などのＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）である。ＳＮＳは“人と人とのつな

がりを促進・サポートする、コミュニティ型の Web サイト”である。現在、脱原発を

アピールするための数万人規模の抗議デモが首相官邸前で起こっている。そ

の参加者は明確に組織化され動員された人ではなく、いち個人としてウェブで

情報を得て自発的に参加している人が圧倒的に多い。 

※たとえば中国の工場労働者のデモは、ネットを介して自然発生的

に始まる。デモの参加者は労組などに組織化されていない労働者

ひとりひとりが集まった群れでしかないため、トップ同士の協

議・交渉によるコントロールがむずかしい。 

政府は脱原発依存の３つのシナリオについて国民的議論を深めようと、パブ

リックコメントの募集、意見聴取会、討論型世論調査などを進めているが、ここ

でも過去と決定的に違うのが市民の積極的な参加・参画である。問題が大きす

ぎて諦めたり、直接関係がないと手放したりせずに、自分たちの問題として、ひ

とりの市民として判断し行動している。社会学者の宮台真司の言葉を借りると

『〈任せて文句たれる社会〉から〈引き受けて考える社会〉へ』『〈空気に縛られる

社会〉 から 〈知識を尊重する社会〉へ』の転換がはじまったと感じる。これらの

状況は「市民性の目覚め」が大きくはじまったといえるのではないか？ 

これから《目覚めた市民をだれがどう引き受けるのか？》が問われていく。 

ＮＰＯセクターは、どんな参加・参画の機会を提供できるのか？ 

政府はどのように政策に反映するのか？ 

日本の民主主義、さらには自治の深さが問われている。 
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Ⅰ．2011 年度／成果と総括 

事業規模の拡大と本来の役割とのバランスに苦しむ  

ことごとく目標が壊れた影響から抜け出せないままの 1 年 

2011 年 3 月 12 日に開催予定だった倉敷で初の NPO フォーラム。加藤哲夫

さんを迎えて、協働のまちづくりを進めていくためのシクミや環境づくりとして

NPO センターをつくろうという呼びかけをするという前年度の計画はことごとく壊

れていった。まず、加藤さんご本人の病気、次に３１１。一方で今年度は事業規

模が拡大しており、進めないといけない業務は待ってくれない状況で、業務を

進めるのが精一杯のつらい日々が続いた。 

そして、8 月 26 日にはついに加藤哲夫さんがこの世を去った。 

近年、当会の活動は加藤哲夫さんのアドバイスを元に展開しており、支柱を

失ったショックは非常に大きかった。前年度の計画が壊れたため、新しい中期

戦略づくり、事業づくりなどが必要とされていたが、着手する事ができないまま

過ぎてしまった苦しい 1 年だった。 

１．市民・NPO のワーキングネットをひろげ、 
くらしき・岡山の市民セクター形成を進める ★☆☆☆☆ 

市民活動のサポート機能を各地に出前する【出前サポセン事業】では、参加

型で進める事ができず、ネットワーク形成や NPO ライブラリへの登録数向上に

十分につながらなかった等反省が大きい。一方で玉島会場ではドネーション・

パーティの試みが一定の成功を収め、可能性を感じた。 

２．NPO が活動しやすい環境づくりを参加型で進め、 
政策提案力の力量形成を進める。 ★★★☆☆ 

震災復興支援を進めるための地域円卓会議【DONATION くらしき】事業で

は、調査事業を担当し、震災復興を切り口に地域資源の把握を進めた。会議

体運営ではこれまで少なかった商工業者とのネットワークがひろがったが、そ

れを踏まえた中間支援組織設立までいたらなかった。 

３．自ら事業型 NPO への転換を進め、 
専門性を高め、組織体制を強化する ★★★☆☆ 

補助・受託などで年間事業規模が大きくなった点では、事業型 NPO への転

換が進んだといえる。一方で、事務局体制の強化が不十分で事業に追われる

1 年となった。理事会の発足や法人化については、DONATION くらしきの行方

を確認するために一時ストップしたため、まったく進んでいない。 
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１．事業に関する事項 

（1）情報コミュニケーション事業 

情報収集・発信、調査・研究、アドボカシーなど、 

《情報》資源を用いた事業実施＝外部とのコミュニケーション全般。 

 DONATION くらしき事業 新規／補助事業 

『ＤＯＮＡＴＩＯＮ(どねーしょん) くらしき』事業は【マルチステークホルダーに

よる災害復興支援の仕組みづくり】をめざし、特定非営利活動法人 倉敷町家

トラスト、倉敷市、株式会社地域協働推進機構 岡山支社、くらしきパートナー

シップ推進ひろばによって計画・実施された。 

マルチステークホルダーによる震災復興支援の仕組みづくりの場として、

『DONATION くらしき』会議の運営に参加したものの、十分なサポートをする

事ができなかった。会議体では情報の交換や共有、ネットワークの広がり、くら

やみキャンドル販売と寄付など事業レベルでは一定の成果が見られたが、仕

組みレベルで地域に残す事はできなかった。 

当会が担当した事業の「復興支援プロセス調査・研究」では、地域資源の把

握を進めるための①倉敷地域の支援の実態把握と、サポート事例調査として

の②被災地の復興支援の現状把握の 2 点を主に調査した。 

 NPO 情報ライブラリ 継続／自主事業 

出前市民活動サポートセンター事業と連携して、登録数を増やすチャンスだ

ったが十分な掘り起こしができなかった。一方で男女共同参画推進課へのノウ

ハウ提供により、登録団体の団体紹介パネルの作成が進み、展示に借り出す

事ができた。登録団体は 60 団体（2012 年 7 月 30 日現在）となっている。また

全国区の団体情報などを当会の入手できる所をファイリングしている。 

 簡易型展示パネルの貸し出し 継続／自主事業 

2006 年度から行っている貸し出しサービスだが、若干の新規貸出があった。

またパネルの販売も 2 例あった。尚、倉敷ボランティアセンター登録団体の展

示用には 2007 年度から貸し出しを行っている。 

（2）組織・人材育成支援事業 

相談対応、交流・ネットワーク形成、研修、ハンズオン支援など 

 市民活動パワーアップのための講座等開催事業 新規／受託事業 

1 日サポセンの発展形として、市民活動の基本的なサポート機能を出前する

事業として提案・受託する事ができた。 

 グループファシリテーターの派遣 継続／受託事業 

今年度も環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座として開催された「環境

コーディネーター 次のステップ講座」へグループファシリテーターを派遣した。 
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 その他  

水島地域環境再生財団との協働で「NPO の資金調達 ファンドレイジング

2012 で学んだ事」と題した報告会を開催した。また ESD をテーマにしたエコカ

フェ座談会開催に協力した。 

ゆうあいセンター事業である平成２３年度「出前セミナー」、「人材育成研修」

両事業の実行委員会へ参加した。 

（3）まちづくり事業 

ハンズオン支援や、事業コーディネートなど 

 玉島まちづくり研修事業 継続／受託事業 

まちづくり推進機構岡山との協働で進めている本事業は５年目の 終年度

を迎えた。「湊の駅」というテーマで実践型研修事業として実施した。利用され

ていない蔵を借り受け、湊の駅として物販や情報提供を行うまちづくり活動を

体験型で進め大きな成功をおさめた。一方で仕事量の見通しが甘く、ハンズオ

ン支援が増えたなど、事務局の負担は大きくなった。 

 東日本大震災への募金活動への参加 自主事業 

ふいご彡プロジェクト★支援活動を支える風を送ろう彡彡彡、倉敷市男女共

同参画推進センター登録団体代表者会議による支援活動ともに今年度も継続

参加した。 

 ドネーションパーティ 新規／自主事業 

玉島での出前市民活動サポートセンター事業と連動し、情報提供から一歩

踏み込んだ参加を生み出すための仕掛けとして試行した。関係各所のご協力

もあり、①人形劇を見て、寄付をしてくださった人：33 組、②ドネーションパーテ

ィでの総額は 33 口／6,600 円、③ＮＰＯバザーの売上げ総額は 36,965 円とな

った。小さな試みだが、見てもらう、知ってもらう一歩先の行動として、寄付体験

や購買で参加してもらう仕掛けとして有効だった。 

 

主要な事業の詳細については、以下の事業毎の報告書をご参照ください。 
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事
業
名 

平成 23 年度岡山県新しい公共の場づくりのためのモデル事業 
DONAITON くらしき事業 

主催／協議体 
(特非)倉敷町家トラスト、くらしきパートナーシップ推
進ひろば、(株)地域協働推進機構岡山支社、倉敷市 

実施体制 責任者：中村開三、担当者：白神加奈子、佐藤尚宏、 

 

目

的 

倉敷市域のマルチステークホルダーによる地域課題解決をすすめる場と仕組みづくりを目指したもので、今

回は復興支援をテーマに取り組んだ。 

事

業

目

標 

 マルチステークホルダーによる場づくりを行う 

 倉敷市域での持続的な支援モデルを創る 

 メディアなどを活用した情報発信を行う 

 新しい公共の担い手と支援者の育成を図る 

 地域資源の把握や掘り起こしを進める 

事

業

成

果 

 各セクター参加の地域円卓会議ができた 

 具体的な支援事業が実施され、連携の形が残

った。 

  

 支援資源の実態や課題が把握が進んだ 

実施概要 

協議体で取り組んだ事業は５つ。うち、ひろばは主に復興支援プロセス調査・研究を担当した。 

【全体事業】 

１．会議体運営 

＊市内の市民、行政、企業、ＮＰＯ、地縁組織、メディア等による協議の場を計４回開催 

２．復興支援プロセス調査・研究 

＊復興支援情報の収集、市内企業とＮＰＯへのアンケートとヒアリング調査、避難者へのヒアリング調査 

３．復興支援情報の発信・活用 

＊防災ラジオドラマワークショップに４団体が４回参加し成果を発表、全国コンテストで３団体が受賞。 

＊会報誌『どねーしょん通信』の発行、東北の新聞三紙の購読、コミュニティ FM（FM くらしき）並びにＷｅｂ

での情報発信 

４．シンポジウムの開催 

＊被災地からのゲストを招いての、本事業の総括報告と意見交換の場を設けた。参加者１２０名。 

５．新しい公共に担い手とその支援者の育成・パワーアップ 

＊地域活性化コーディネーター養成のための講座を４回開催した。受講者数１７名。 

【担当事業】 

＊倉敷地域での被災地向けの支援活動の実態把握。「アンケート」は対象１１４７の組織団体のうち３５７が

回答、「ヒアリング」は１９組織団体に実施。 

＊倉敷地域での避難者向けの支援活動の実態把握。「ヒアリング」は避難者７組に実施。 

*被災地における復興支援の現状把握。「現地訪問」と共に「支援団体等へのヒアリング」を宮城県、岩手県、

福島県で、それぞれ６、７、１８組織団体に実施。 

組
織
目
標 

 中間支援組織としてセクターを超えた課題

解決に取り組む 

 中間支援組織とネットワーク構築の礎 

 各セクターの団体情報収集と管理 

 倉敷での資源仲介の実態把握と方向性 

組
織
成
果 

 今回のテーマにおいては、中間支援的役割を

果たせた 

 復興支援に関する企業、ＮＰＯの実態と団体

情報を得ることができた 

 資源仲介の課題とポイントが把握できた 

課
題 

 単年度事業として、実施した成果の留まり、

仕組みに至らなかった 
改
善
案 

 共同体や協働事業において役割分担の明確

化と確実な実施 

 事業実施中の目的、目標の確認、共有 
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事
業
名 

倉敷市市民活動パワーアップのための講座等開催業務 

市民活動パワーアップ事業 

主催など 
倉敷市 

受託：くらしきパートナーシップ推進ひろば 

実施体制 担当者：佐藤尚宏、平尾博美 
 

目
的 

市民活動を活性化し市民社会の成熟を促すためには、市民活動のサポートや協働推進の拠点が必要

である。その開設の基礎をつくるために、サポセンに求められる基本的な機能を事業レベルで試行／実

施していく。 

事
業
目
標 

 情報や機会が不足しがちで市民活動に参加

しにくい現状に対し、ウェブや市民活動センタ

ー以外で情報提供し理解や参加を促す 

 市民活動団体は組織基盤が脆弱な現状に対

し、「情報開示」を促しサポートする。 

 分野・テーマ毎のサロンで交流や情報提供・

情報交換を進めた。 

事
業
成
果 

→市民活動見本市によって、普段接点の少な

い市民に情報提供できた 

 

→CANPAN を紹介し、団体情報登録の準備

を、具体的に進められた。 

→分野毎にエポックな話題を設定し、意見交換

ができた。 

【実施概要】 
１．出前型市民活動サポートセンター 

「市民に情報を提供し、理解や参加のきっかけを」をねらいとし、倉敷、児島、玉島、水島へで

かけ、次の内容を実施した。 
(1) 市民活動見本市 

倉敷ボランティアセンター登録の 70 団体、男女共同参画推進センター登録の 7 団体、くらしき

パートナーシップ推進ひろばの市民公益活動団体事例集より 13 団体、NPO 情報ライブラリ登録

団体より 59 団体、今回の出前をきっかけに参加いただいた 7 団体、計 156 団体の団体・活動紹

介展示を行った。４会場にて延べ 13.5 日の展示を行い、来場者は合計 1,597 人となった。 
(2) NPO の情報発信講座 

「市民活動団体に情報開示の学習の場を提供する」ことをねらいに単に考え方を学ぶだけでな

く、継続的に使える団体情報の作成や様々な PR の現場で使える紹介パネルの作成など、それぞ

れの人や団体が《活動現場で使える実践的な学び》の提供をめざした。倉敷会場(9／12、月）10
名、児島会場(10／13、木）6 名、玉島会場(1／20（金）4 名参加、水島会場(2／17（金）、5 名、

合計 25 名の参加となった。 
(3) 地域活動講座 

地域活動についての初級講座と地域サロンの場の提供をねらいとして開催した。倉敷会場 9／13
（火）5 名、児島会場 10／14（金）6 名、玉島会場 1／22（日）4 名、水島会場 2／18（土）2
名、合計 16 名の参加となった。 

２．分野別・テーマ別交流会／NPO サロン  
分野別の市民活動団体の交流や情報交換会を開催した。 
(1) 子ども／NPO サロン：10/24(月)10 時～、市民活動センター第 1 会議室、16 名参加 
(2) 障がい福祉／NPO サロン：12/8(木)14 時～、くらしき健康福祉プラザ視聴覚室、17 名参加 
(3)環境／NPO サロン：1/22(日)10 時～、環境交流スクエア会議室、17 名参加 
(4)健康づくり／ＮＰＯサロン：2/18(土)10 時～、くらしき健康福祉プラザ視聴覚室、23 名参加 

組
織
目
標 

 これまで蓄積した NPO 情報ライブラリを有償で

提供し、情報収集部門の安定・拡大を図る。 

 サポセン事業として新しい展開を試行する。 

組
織
成
果 

→これまで持ち出しで行っていた NPO 情報ライ

ブラリが事業収入を生んだ 

→関連事業としてドネーションパーティ＆ＮＰＯ

バザーを開催できた 

課
題 

 情報を量で見せる博覧会方法と、編集し特集

的に強く打ち出す方法のバランス 

改
善
案 

→データベースとしてのライブラリを整備、特集

記事を掲載する通信発行を検討する。 
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事
業
名 

（３）まちづくり事業 

平成２３年度玉島まちおこし研修支援事業 

主催など 倉敷市（新市・まちづくり推進課） 

実施体制 
責任者：平尾博美、担当者：中村開三 

※まちづくり推進機構岡山との協働実施  

目
的 

①玉島のまちおこしに取り組む団体や人材を掘り起こし，出会いと交流の場を設定し，ネットワーク化を図る。 

②玉島地区都市再生整備計画の目標「きれいな水辺空間と歴史を誇る心豊かな玉島」及び「歴史的まちな

みの保全と活用を通して，市民交流の促進と観光客の集客を目指す」に沿うまちおこしの人材を育成する。 

事
業
目
標 

 参加型・実践型の研修を実施し、まちづくりのネ

ットワークをひろげる。 

 

 歴史的なまちなみを活かすモデル事業として「ま

ちの駅」的役割や機能を持たせた拠点事業を試

行する 

事
業
成
果 

 旧来の組織団体に加え、新たな団体や人材

の発掘、参加・参画が促せ、人的、組織的つ

ながりがひろがった。 

 空き蔵活用による地域の交流・物販・情報

拠点という可能性を広めた。 

実施概要 

１．研修事業の企画，調整，とりまとめ 

 

２．【拡大版】玉島まちづくり懇談会（計１回開催：懇談会メンバー＋αの構成 

・H23/6/16 （参加６名） 

 

３．「湊玉島まちの交流ステーション」実行委員会（計４回開催） 

・H23/7/8（参加 14名）、8/19（参加 29名）、9/11（30 名）、9/30（参加 30名） 

 

４．「備中玉島湊の駅」世話人会 

・平成 23年 10 月～12月の間に計 7回開催。世話人代表他 17 名参加 

・H24/1/5、1/27 に計 2回開催（参加 14 名） 

 

５．モデル事業「備中玉島湊の駅」開設 

・H23/12/17～12/25 の 9日間。10:00～17:00 開設。 

・出展者数 17、設置コーナー3、イベント 1、来場者数約 430 名 

 

５．「備中玉島湊の駅」ふりかえり会の開催 

・H24/3/24（参加 9名） 

※その他に、世話人自主企画運営「備中玉島湊の駅」H24/2/26 開設 

組
織
目
標 

 ハンズオン型の人材育成研修の実施ノウハウ

を獲得する 

 玉島地域において、一定の認知・信頼を得る 

組
織
成
果 

 企画のポイントや地域への入り方など実

体験でしかわからない事を学んだ。 

 一定の認知と信頼が得られた。 

課
題 

 受託事業の枠を超えての対応（人的な時間と

労力）が、計画、予算を大きく超過したこと。 改
善
案 

 企画時の業務量想定を確実に実施し、兆舵

の対応も検討しておく。 

 契約時に、委託枠外の業務についての位置

づけについて、委託者に十分理解を求める。 
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２．組織運営に関する事項 

（１）＜運営会議の開催＞ 

DONATION くらしき事業が中間支援組織設立を視野に入れていたため、倉

敷ＮＰＯセンターの設立に向けて行っていた準備会を中断したため、組織運営

のための会議は開催しなかった。 

（２）その他 

 ＜会員について＞ 

会員総数 ３３（個人・団体） 

正会員 個人 １３名 

団体  １団体 

準会員 個人 １７名 

団体  １団体 

賛助会員 １ 

（個人・団体とも） 

※第９期終了時（２０１２年６月末） 

 ＜情報発信＞ 

１）ブログ http://blog.canpan.info/hiroba/ 

総記事数 265（+10） 

※CANPAN のシステム変更もありアクセス数などは不明。 

２）Facebook ページ https://www.facebook.com/kurashiki.hiroba 

2011 年 10 月より開始、 

 ＜事務局について＞ 

①人員体制（2011 年７月 1 日～2012 年６月 31 日現在） 

代表： 佐藤尚宏 

副代表： 平尾博美、中村開三 

※事務局の就務記録は今年度より廃止。 
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Ⅱ．2011 年度／収支報告 
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2011 年度 活動計算書（案） 

2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月 30 日 
くらしきパートナーシップ推進ひろば 

（単位：円）
科目名 予　算 当年度 予算差異

Ⅰ経常収益 0
1.受取会費 0

正会員受取会費 180,000 75,000 105,000
準会員受取会費 60,000 17,000 43,000
賛助会員受取会費 50,000 10,000 40,000

受取会費計 290,000 102,000 188,000
2.受取寄付金 0

受取寄付金 100,000 179,846 -79,846
受取寄付金計 100,000 179,846 -79,846

3.受取助成金等 0
受取助成金 10,000 10,000 0

受取助成金等計 10,000 10,000 0
4.事業収益 0

事業収益 5,630,672 5,333,481 297,191
事業収益計 5,630,672 5,333,481 297,191

5.その他収益 0
受取利息 0 194 -194
雑収入 0 40 -40

その他収益計 0 234 -234
経常収益計 6,030,672 5,625,561 405,111

Ⅱ経常費用 0
事業費 0

(1)人件費 0
給料手当 3,077,351 -3,077,351
臨時雇賃金 763,463 -763,463

人件費計 3,840,814 -3,840,814
(2)その他の経費 0

売上原価 30,577 -30,577
業務委託費 103,291 -103,291
諸謝金 78,332 -78,332
印刷製本費 48,480 -48,480
会議費 8,280 -8,280
旅費交通費 550,220 -550,220
通信運搬費 147,886 -147,886
消耗品費 233,570 -233,570
水道光熱費 26,277 -26,277
貸借料 35,015 -35,015
保険料 6,400 -6,400
租税公課 400 -400
支払寄付金 7,011 -7,011
支払手数料 3,600 -3,600

その他の経費計 1,279,339 -1,279,339
事業費計 5,374,672 5,120,153 254,519

管理費 0
(1)人件費 0

臨時雇賃金 8,000 -8,000
人件費計 200,000 8,000 192,000

(2)その他の経費 0
業務委託費 50,000 8,625 41,375
印刷製本費 15,000 2,300 12,700  
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科目名 予　算 当年度 予算差異
会議費 10,000 4,300 5,700
旅費交通費 10,000 91,008 -81,008
通信運搬費 15,000 194,829 -179,829
消耗品費 40,000 108,205 -68,205
地代家賃 60,000 60,000 0
諸会費 25,000 18,000 7,000
研修費 15,000 17,000 -2,000
租税公課 71,000 18,200 52,800
支払手数料 5,000 1,130 3,870
雑費 10,000 0 10,000

その他の経費計 326,000 523,597 -197,597
管理費計 526,000 531,597 -5,597

経常費用合計 5,900,672 5,651,750 248,922
当期経常増減額 130,000 -26,189 156,189

Ⅲ経常外収益 0
Ⅳ経常外費用 0
Ⅴ経理区分間振替額 0

税引前当期正味財産増減額 -26,189 26,189
当期正味財産増減額 -26,189 26,189
前期繰越正味財産額 -1,883 1,883
次期繰越正味財産額 -28,072 28,072  

 
 

これまでの収入推移 

収入内訳 2006年度 2007年度2008年度(12008年度（2 2009年度 2010年度 2011年度
会費 24,000 48,000 0 77,000 77,000 67,000 102,000
寄付 3,380 32,000 0 24,747 247,457 274,558 179,846

事業（受託事業含む） 497,899 447,462 12,115 1,673,052 767,037 2,206,927 5,333,481
助成金・補助金 30,000 25,000 0 166,000 587,000 36,000 10,000

合計 555,279 552,462 12,115 1,940,799 1,678,494 2,584,485 5,625,327  

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2006年度 2007年度 2008年度(1) 2008年度（2） 2009年度 2010年度 2011年度

会費 寄付 事業（受託事業含む） 助成金・補助金
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貸借対照表(案) 

2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月 30 日 

（単位：円）
科目名 期　　末 期　　首 増    減

Ⅰ資産の部
１．流動資産

現金預金 2,652,243 1,221,319 1,430,924
現金 101,763 17,091 84,672
預金（中国銀行） 2,452,111 1,190,538 1,261,573
預金（ゆうちょ銀行） 98,369 13,690 84,679
未収金 35,000 -35,000
棚卸資産 85,327 75,179 10,148
前払金 19,368 -19,368
仮払金 2,400 2,400

流動資産合計 2,739,970 1,350,866 1,389,104
２．固定資産

(1)有形固定資産
(2)無形固定資産
(3)投資その他の資産

資産の部合計 2,739,970 1,350,866 1,389,104
Ⅱ負債の部

１．流動負債
未払金 1,882,558 977,128 905,430
預り金 885,484 375,621 509,863
預り金（所得税） 885,484 369,354 516,130
その他預り金 6,267 -6,267

流動負債合計 2,768,042 1,352,749 1,415,293
２．固定負債

負債の部合計 2,768,042 1,352,749 1,415,293
Ⅲ正味財産の部

１．指定正味財産
２．一般正味財産

前期繰越正味財産 -77,420 -77,420
当期正味財産増減額 49,348 75,537 -26,189

正味財産合計 -28,072 -1,883 -26,189
負債及び正味財産の部合計 2,739,970 1,350,866 1,389,104  
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財産目録(案) 

2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月 30 日 
（単位：円）

科目名 注記 年度末
Ⅰ資産の部

１．流動資産
現金預金 2,652,243

現金 101,763
預金（中国銀行） 2,452,111
預金（ゆうちょ銀行） 98,369
諸口

未収金
棚卸資産 85,327
短期貸付金
前払金
仮払金 2,400
立替金
貸倒引当金（△）

流動資産合計 2,739,970
２．固定資産

(1)有形固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
什器備品
土地
建物仮勘定

有形固定資産合計
(2)無形固定資産

ソフトウエア
無形固定資産合計

(3)投資その他の資産
投資有価証券
敷金
保証金
差入補償金
長期貸付金
長期前払費用
退職給付引当資産

その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の部合計 2,739,970
Ⅱ負債の部

１．流動負債
支払手形
未払金 1,882,558
前受金
預り金 885,484

預り金（所得税） 885,484
預り金（住民税）
預り金（社会保険）
預り金（退職共済）
預り金（雇用保険）
その他預り金

仮受金
短期借入金
１年内返済予定長期借入金

流動負債合計 2,768,042
２．固定負債

長期借入金
退職給付引当金

固定負債合計
負債の部合計 2,768,042

正味財産 -28,072  
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資料のページ／フライヤーアーカイブス 
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くらしきパートナーシップ推進ひろば 

〒710-0833 
倉敷市西中新田 620-1 倉敷市市民活動センター内 
office@kurashiki-hiroba.sakura.ne.jp 
ブログ：http://blog.canpan.info/hiroba/ 
facebook：https://www.facebook.com/kurashiki.hiroba 

 



 

 

 
 

市民の挑戦 

ひろば／ hiroba の挑戦 

 

中間支援組織づくり 

× 
市民参加・協働の環境づくり 

↓↓↓ 

豊かな地域社会 


