
 

平成２８年度事業報告書 

 

                            特定非営利活動法人ささえあい 

 

１ 事業実施の概要 

   今日、我が国ではグローバル化の進展と不透明感の漂う中での穏やかな経済成長の下で少子

高齢化に伴う多くの社会問題が生じてきている。 

当法人では、そうした社会問題の下、①シニア世代の生きがいや働きがいの喪失、又その世代の人

たちが持つ技術・技能の伝承問題や若い世代の未就労問題、非正規雇用の増加傾向などに対処する

ため研修や支援活動、②地域の医療体制について情報に接する機会が少ない現状に対しての情報提

供の支援活動、③思いやりの心を持ちお互いが“助け合い”“ささえあう”心を育む活動を行う事

により社会の諸問題への解決に寄与し明るい未来社会の実現を目的とする。 

その目的を実現するため、志を同じくする皆さん（個人・法人・団体）の協力をもとに、シニア世

代や若年世代などとの相互交流を通じて社会への貢献の輪、支援の輪を広げてゆく事を目的として、

その事業を実施した。具体的には、本法人の定款第５条第１項③の事業として、懇親交流会「設立

記念のつどい」事業を、第１項①の事業としてセミナー、講演会事業を実施した。 

   なお、平成２８年度は、第５条第１項②④の事業は行わなかった。 

 

この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

２ 活動に関する事項 

    ①“生きがい”“働きがい”のための就業研修・支援事業 

     （ア）事業内容 セミナー 

      「トヨタ生産方式を学ぶ」全３回 

       ◎ＴＴＮコンサルティング（株式会社） 代表取締役 豊坂照夫様 

 

     （イ）実施期間、場所等 

      「トヨタ生産方式を学ぶ」全３回 

       第１回 平成２９年 2月 7日 国際センター（14名） 

       第２回 平成２９年 3月７日 ウィンクあいち（13名） 

       第３回 平成２９年 4月 12日 ウィンクあいち（ 8名） 

 

      従事者：事務局職員 1 名 サポーター会員 1 名 

      参加者：正会員、賛同会員、サポーター会員、一般市民 

 

     (ウ）支出額 ３１３，２７５円 

                  （内訳） 

事業支出  ９０，１００円 

通信費    ２，４７５円 



旅費交通費  ２０，９００円 

広告宣伝費  ８６，４００円 

事務手数料 １１３，４００円             

 

     （エ）収入額 １５，６００円 

（内訳） 

参加費 （単価：４，０００円×３０名．７，２００円×５名） 

 

 （オ）収益 ▲１５７，２７５円 

 

 

 

    ③お互いが“ささえあう”ための企画推進事業 

     （ア）事業内容 講演・懇親活動 

        ◎ 正眼寺住職 正眼短期大学学長 山川宗玄 様 

 

                「どう生きる、今を生きる」 

 

     （イ）実施期間、場所等 

       平成 28 年 10月 28日  ウェスティンナゴヤ キャッスル （116名） 

 

      従事者：事務局職員 1名 サポーター会員 16名 

      参加者：正会員、賛同会員、サポーター会員、一般市民 

 

     （ウ）支出額 ２，２７４，４３６円 

（内訳） 

事業支出  ５０，０００円 

通信費   ４９，４９５円 

会場借上げ費 ６５２，１４１円 

広告宣伝費 １，０９０，８００円 

事務手数料 ４３２，０００円 

 

 （エ）収入額 １，２０７，０００円 

（内訳） 

参加費（単価：１０，０００円×７８名．１２，０００円×３２名． 

   ８，０００円×６名．３，０００円×１名） 

     （オ）収益 ▲１，０６７，４３６円 

 

     

     （ア）事業内容 講演会 



      ◎ 株式会社 ルネッサンスユニバーシティ 代表取締役 小田全宏 様 

 

       「脳を生かして社員の力を経営の力に」 

 

     （イ）実施期間、場所等 

       平成２８年１２月９日 ウインクあいち 902  （ 47 名） 

 

      従事者：事務局職員 1名 サポーター会員 3 名 

      参加者：正会員、賛同会員、サポーター会員、一般市民 

 

     （ウ）支出額 ４９２，６５３円 

（内訳） 

事業支出 ２００，７２９円 

通信費   ３０，５６４円 

会場借上げ費  ５０，７６０円 

広告宣伝費 １１８，８００円 

事務手数料  ９１，８００円 

 

 （エ）収入額 １０５，０００円 

（内訳） 

参加費（単価：２，０００円×４５名．７，５００円×２名） 

 

 （オ）収益 ▲９５，７２９円 

 

      

 

     （ア）事業内容 懇親・交流活動 

        活動報告 懇親会（ワイン会） 

 

     （イ）実施期間、場所等 

       ◎平成２９年２月２４日 キャッスルプラザ    （ 40 名） 

 

      従事者：事務局職員 1名 サポーター会員 2 名 

      参加者：正会員、賛同会員、サポーター会員、一般市民 

 

     （ウ）支出額 ５２７，８２０円 

（内訳） 

事業支出 １５２，８２０円 

会場借上げ費 ２４０，０００円 

広告宣伝費  ６４，８００円 



事務手数料  ７０，２００円 

 

 （エ）収入額 ４８０，０００円 

（内訳） 

参加費（単価：１２，０００円×４０名） 

 

 （オ）収益 ▲４７，８２０円 

 

 

 

    （ア）事業内容 懇親会・交流活動 

       活動報告 ゴルフコンペ、シニア世代との交流懇親会、総会等 

            会員と一般市民が参加して「ささえあい」の活動を理解して頂き、 

            社会貢献活動をした 

 

     （イ）実施期間、場所等 

       平成２８年９月１日から平成２９年８月３１日 不特定多数 

 

      従事者：事務局職員 1名 サポーター会員 18 名 

      参加者：正会員、賛同会員、サポーター会員、一般市民 

 

     （ウ）支出額 ４，９９１，３０８円 

（内訳） 

事業支出 ８８８，８４０円 

通信費   １９，５７９円 

旅費交通費 ２６６，３３９円 

地代家賃 ６９３，９７８円 

広告宣伝費 １，３０８，９６０円 

消耗費    ２，０５２円 

事務手数料 １，８１１，１６０円 

 

 （エ）収入額 １２，０００円 

（内訳） 

参加費（懇親会：１２，０００円） 

 

 （オ）収益 ▲４，９７９，３０８円 

 

 

 

 



３ 会議の開催に関する事項 

（１）総会 

   ア 総 会 

    （ア）開催日時及び場所 

       平成 28 年 10 月 28 日  ウェスティンナゴヤキャッスル 

    （イ）議題 

        下記事項の審議、決議 

      ① 平成 27 年度事業報告承認の件（Ｈ27.9.1 －Ｈ28.8.31 ） 

      ② 平成 27 年度事業収支決算報告（Ｈ27.9.1 －Ｈ28.8.31 ） 

             及び監査報告承認の件 

      ③ 平成 28 年度事業計画及び予算 審議の件 

      ④ 監事任期満了に伴う、選任 

 

 

（２）理事会 

   ア 第１回理事会 

     （ア）開催日及び場所 

        平成 28 年 9 月 28 日 ささえあい会議室 

     （イ）議題 

        ① 総会について・・・決算案検討 

        ② 総会について・・・次期の事業計画 

        ③ 会の会費改定について 

        ④ 年間イベントについて 

 

 

   イ 第２回理事会 

     （ア）開催日及び場所 

        平成 28 年 12月 14日 ささえあい会議室 

     （イ）議題 

        ① 就労支援について（シニア会員） 

        ② テンプスタッフ様との話し合い 

        ③ 今後の役員会及び理事会、会議について 

        ④ 総会決議事項の実施について 

 

 

   ウ 第３回理事会 

     （ア）開催日及び場所 

        平成 29 年 8月 25日 ささえあい会議室 

     （イ）議題 

        ① 総会について 総会当日のスケジュール、参加費用 



        ② 総会について シニア支援事業の経過及び次期活動 

        ③ 総会について 今年度の報告事業と新年殿の計画 

        ④ 会員増強活動について 

 

以上 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

平成29年 8月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸借対照表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ささえあい

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金        6,035,537 

   小口  現金           30,255   短期借入金        6,477,942 

   普通  預金           94,167    流動負債  計       12,513,479 

    現金・預金 計          124,422 負債の部合計       12,513,479 

  （売上債権） 正　味　財　産　の　部

   未  収  金           47,504  【正味財産】

    売上債権 計           47,504   正味  財産     △12,059,448 

  （その他流動資産）   (うち当期正味財産増加額)      △4,907,390 

   前払  費用          188,105    正味財産　計     △12,059,448 

    その他流動資産  計          188,105 正味財産の部合計     △12,059,448 

     流動資産合計          360,031  

 【固定資産】  

  （投資その他の資産）  

   保  証  金           94,000  

    投資その他の資産  計           94,000  

     固定資産合計           94,000  

資産の部合計          454,031 負債・正味財産の部合計          454,031 



平成29年 8月31日 現在

財産目録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ささえあい

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口  現金           30,255 

      普通  預金           94,167 

        三菱東京UFJ/藤ヶ丘          (53,167)

        ゆうちょ銀行（寄付用）          (41,000)

        現金・預金 計          124,422 

    （売上債権）

      未  収  金           47,504 

        売上債権 計           47,504 

    （その他流動資産）

      前払  費用          188,105 

        その他流動資産  計          188,105 

          流動資産合計          360,031 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      保  証  金           94,000 

        投資その他の資産  計           94,000 

          固定資産合計           94,000 

            資産の部  合計          454,031 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金        6,035,537 

    短期借入金        6,477,942 

      流動負債  計       12,513,479 

        負債の部  合計       12,513,479 

 

        正味財産     △12,059,448 



自 平成28年 9月 1日　至 平成29年 8月31日

活動計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ささえあい

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      事業  収入        1,960,000 

      正会員会費収入          187,000 

      協賛会員会費収入          395,000 

      寄付金収入        2,844,824 

      雑収入           77,900 

      受取利息収入                1 

        経常収入  計        5,464,725 

    【事業費】

      事業  支出        1,382,489 

      通信費（事業）          102,113 

      旅費交通費（事業）          266,339 

      地代　家賃（事業）          693,978 

      会場借上げ費（事業）          963,801 

      広告宣伝費（事業）        2,669,760 

      会議費（事業）              400 

      消耗品（事業）            2,052 

      事務手数料（事業）        2,518,560 

        当期事業費 計        8,599,492 

          合  計        8,599,492 

            事業費  計        8,599,492 

    【管理費】

      通  信  費            2,025 

      事務用消耗品費           32,400 

      新聞図書費              130 

      地代  家賃（管理）        1,059,282 

      諸  会  費           20,000 

      支払手数料           10,446 

      旅費交通費（管理）              340 

      事務手数料（管理）          648,000 

        管理費  計        1,772,623 

          経常収支差額      △4,907,390 

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      その他資金収入  計                0 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額      △4,907,390 

        前期繰越収支差額      △7,152,058 

        次期繰越収支差額     △12,059,448 


