
平成 26 年度事業報告 

（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月） 

特定非営利活動法人 ZUTTO 

 

■豊中市委託事業 

ＮＰＯ法人ＺＵＴＴＯは、大阪府豊中市からの委託を受け、母子家庭の母のための就

労支援を行うための事業、地域に密着した情報の収集・発信を通じた地域活性化をめざ

す事業並びにニート・ひきこもりなどの若者の居場所づくり運営に取り組んだ。 

 

【１】ひとり親家庭の親のための ICT 能力活用就業促進事業 

（平成 26 年度地域人づくり事業） 

（1）組織概要 

運営場所：豊中市庄内東町１－９－２１ 

期    間：２０１４年９月～２０１５年３月 

新規雇用：フルタイム ５名 

（2）事業概要 

この事業では、母子家庭の母で ICT スキルの取得および ICT スキルを生かした

営業・企画に関心のある人材を新規雇用し、更なる ICT 研修受講と同時に ZUTTO

の運営する“地域情報ポータルサイト「まいぷれとよなか」”や他事業所でも

OJT を通じて ICT スキルを実際に活用。まいぷれとよなかの新規顧客獲得のた

めの営業や、既存顧客維持のための企画提案を行い、営業・企画の能力を向上。

ひとり親が長期に安定して働くためのキャリアアップ、再就職を支援すること

をめざして取り組んだ。 

 

【２】地域バル発展型ポータルサイト創業事業 

（平成 25 年度起業支援型地域雇用創造事業） 

（1）組織概要 

運営場所：豊中市庄内幸町４－２５－２２－１０２ 

名    称：まいぷれとよなか 

期    間：２０１４年４月～２０１４年９月 

新規雇用：フルタイム ６名 

（2）事業概要 

本事業では、委託終了後の事業継続（起業）をめざして、豊中市における地域ポ

ータルサイトを立ち上げるという具体的ミッションを掲げ、前年度の 2013 年 9 月

より活動を開始した。人と情報の流れを生み出し、地域を活性化していくという

好循環を生み出すことができた。年度をまたぎ 9 月に委託事業としては終了を迎

えたが、引き続き参加店舗による掲載料や広告等による収入を収益として活動を

すすめている。 



【３】居場所等生活再生支援事業（就労意欲喚起事業） 

（１）組織概要 

    運営場所：豊中市庄内西町４－２５－５ 

    名    称：居場所くらし応援室 

    期    間：２０１４年４月～２０１５年３月 

   (２) 事業概要 

    本事業は大阪府豊中市からの委託を受け、生活困窮者などの自立に向けての支

援を行う事業に取り組んだ。生活保護受給者など生活困窮者は、様々な事情か

ら社会との接触が薄く、日常生活にも意欲が感じられないことが課題になって

いることが少なくない。居場所を設け、相互交流の場を提供し、その中で社会

性や日常生活面での意欲助長を図るなど、参加者の自立を目指して取り組んだ。 

    参加者の多くは、自信を回復するとともに、自己の適性を把握し、就労し、居

場所を卒業した。 

 

■平成２６年ＪＴ ＮＰＯ助成事業 

 日本たばこ産業株式会社より事業採択を受け、生きづらさ（ひきこもり、不登校な

ど）を抱えた若者の居場所と就労準備講座の開催事業に取り組んだ。 

（１） 組織概要 

    運営場所：豊中市庄内西町 4－25－5 

    名  称：市場や商店街等地域と作る不登校・ひきこもり等生きづらさを抱え

た若者の居場所 

    期  間：２０１４年４月～２０１５年３月 

（２） 事業概要 

    不登校・ひきこもり等の生きづらさを抱えた若者の居場所を運営し、社会参加

への意欲と自信が向上することを目指す。また、講演会・相談会を設け、支援

を必要とする当事者が、支援情報を得ることを目的とした。 

居場所づくりの中では、①ものづくり（紙すきによるコースターやはがきを作

る） ②生活訓練（掃除、調理実習、体操） ③人や地域とのかかわり（一緒

にお茶を飲みながらおしゃべり、地域のおまつりの手伝い）に焦点をあて取り

組んだ。 実施回数は 60 回。参加者はのべ 230 名であった。 

1 年間の終了時には、参加できて楽しかったという感想が聞けたこと、生活リ

ズムが以前に比べ安定したこと、苦手としていたコミュニケーションになれる

ことができたように、場所に慣れ、人に慣れしていくうちに元気になり、視野

が広がり、自分以外の周りに目が向くようになった。3 人が就労、2 人が新た

な就労支援を受けるようになった。 

 

 

 



■平成２６年大阪コミュニティ財団助成事業 

 公益財団法人大阪コミュニティ財団の助成を得て、生きづらさを抱えた子ども・若

者の親支援事業にとりくんだ。 

（１）組織概要 

    運営場所：豊中市庄内西町 4－25－5 

    名  称：生きづらさを抱えた子ども・若者の親支援 

    期  間：２０１４年４月～２０１５年３月 

（２）事業概要 

    生きづらい子の親は本人が支援機関に来所できるまで、家族で社会的に孤立し、

問題が深刻化することが多い。 

年間を通して、①しゃべり場 計 10 回実施（のべ 50 名参加） ②親力トレ

ーニング（4 回連続講座）1 回実施（のべ 16 名参加） ③ひとりで悩まない

ための講演会・相談会 1 回実施（12 名参加）。 

これまで長きに渡りどこに相談していいかわからない親たちが、しゃべり場

や講演会・相談会に参加することにより、頭の整理ができた、今の状況を肯

定的にとらえられるようになった、心の持ち方が変わったなど「親を支援す

ることで、子が元気になるための事業である」という事業の目的を果たせた。 

 

 



回数 テーマ　/　場　所 担 当

1
「幼児期における仲間づくり、体力づくりのワーク
ショップ」
大阪市立日東幼稚園

津田

2

大阪市立第3ブロック『健康』研究会
「仲間づくり、体力づくりの講演とワークショッ
プ」
大阪市立新高幼稚園

津田

3

4

5

自　主　事　業　報　告

（平成26年4月～平成27年3月）

講演・
ワークショッ

プ

日 程

H26年10月17日

事業名

講演・
ワークショッ

プ
H26年12月17日



Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

現金預金

　預金　現金手許有高 29,654

　普通預金　 2,592,672

　郵便局　通常郵便貯金 226,205

未収入金 3,089,261

前払金 136,600

2 　固定資産

附属設備 1,453,471

什器備品 27,376

3 　投資その他の資産

保証金 500,000

8,055,239

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

預り金 512,457

未払金 2,457,860

短期借入金 700,000

未払消費税等 1,379,200

未払法人税等 130,000

5,179,517

2,875,722

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成27年3月31日現在

　　　　　　　　　　　　 　（特定非営利活動法人　ZUTTO)　　　　　 　　　　（単位：円）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

資産合計

負債合計

正味財産



決　算　額 決　算　額

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債・正味財産の部

　　１　流動資産 　　１　流動負債

現金 29,654 預り金　 （注４） 512,457

預金　　　（注１） 2,592,672 未払金　 （注５） 2,457,860

郵便貯金 226,205 短期借入金 700,000

（現金・預金合計） 2,848,531 未払消費税等 1,379,200

未払法人税等 130,000

未収入金  （注２） 3,089,261 （流動負債合計） 5,179,517

前払金　　（注３） 136,600

（流動資産合計） 3,225,861 Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産 2,608,696

　　2　固定資産 当期正味財産増加額 267,026

附属設備 1,453,471 （正味財産合計） 2,875,722

什器備品 27,376

（有形固定資産合計） 1,480,847

3 投資その他の資産

保証金 500,000

（投資その他の資産合計） 500,000

8,055,239 8,055,239

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　2,200,748円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　391,924円　

注２）豊中市　　　　　　　　 3,089,261円

注３）前払金　      　　　 136,600円

注４）社会保険料　       　　384,350円459,122円

　　　源泉所得税 53,335円

注５）人件費 1,658,156円

　　　外注費 510,547円

　　  支払手数料 91,500円

　　　通信費 46,293円

　　  事務用品費 123,444円

      リース料 27,920円

ひとり親ICT事業（2,311,611）、
くらし応援室（697,650）勤労者（80,000）

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　ZUTTO)　　　　　　　　　　 　（単位：円）

借　　　　方 貸　　　方

資産合計 負債及び正味財産合計



　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　（特定非営利活動法人ＺＵＴＴＯ） （単位：円）

科　　　　　目 予　　算 決算 差額 備　　考

事業活動収入の部

　１．会費収入 150,000 119,000 31,000 10,000×11名、3,000×3名　

　　　受取寄附金 30,000 445,000 -415,000

　２．事業収入 0

　　　A:自主事業部門 24,600,000 40,876,521 -16,276,521

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 70,000 70,000

　　　　　講演・講座活動 130,000 377,800 -247,800

　　　　　助成金活動 59,900 -59,900

          委託事業 24,000,000 38,337,021 -14,337,021 豊中市（3）事業

          自主事業 400,000 2,101,800 -1,701,800 まいぷれ事業

  ３．助成金等収入 1,897,000 -1,897,000 JT、コミュニティ

　４．雑収入 1,000 22,031 -21,031

　　　　雑収入 21,620 -21,620

　　　　受取利息 1,000 411 589

当期収入合計 24,781,000 43,359,552 -18,578,552

事業活動支出の部

支出の部

　１．事業費

　　　　自主事業部門 23,180,000 39,284,570 -16,104,570

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 40,000 0 40,000

　　　　　講演・講座活動 90,000 90,000

　　　　　助成金活動 2,916,486 -2,916,486 JT、コミュニティ

　　　　　委託事業 22,800,000 34,034,563 -11,234,563 豊中市（3）事業

　　　　　自主事業 250,000 2,333,521 -2,083,521 まいぷれ事業

　２．管理費 0

　　　　　　運営管理人件費 0 0

　　　　　　地代家賃 400,000 797,597 -397,597

　　　　　　通信費（電話・FAX） 80,000 299,140 -219,140

　　　　　　旅費交通費 20,000 10,420 9,580

　　　　　　水道光熱費 6,000 0 6,000

　　　　　　事務消耗品費 10,000 0 10,000

　　　　　　消耗品費 42,626 -42,626

　　　　　　支払手数料 70,000 85,212 -15,212

　　　　　　外注費 5,000 24,475 -19,475

　　　　　　広告宣伝費 5,000 152,000 -147,000

　　　　　　図書印刷費 5,000 14,825 -9,825

　　　　　　会場費 5,000 0 5,000

　　　　　　会議費 20,000 30,786 -10,786

　　　　　　研修費 10,000 0 10,000

　　　　　　福利厚生費 5,000 0 5,000

            運　賃 2,000 2,883 -883

　　　　　　雑　費 200,000 51,155 148,845

　　　　　　租税公課 350,000 1,895,800 -1,545,800 法人税、消費税等

　　　　　　リース料 1,000 0 1,000

　　　　　　修繕費 5,000 9,500 -4,500

　　　　　　システム費 0 0

　　　　　　減価償却費 80,000 123,843 -43,843

　　　　　　法定福利費 250,000 137,694 112,306

当期支出合計 24,709,000 42,962,526 -18,253,526

当期事業活動収支差額 72,000 397,026 -325,026

その他収支の部

　　その他収入

　　　　　その他収入合計

　　その他支出

　　　　　その他支出合計

　　　　　その他収支差額

法人税・住民税及び事業税 130,000

　　　　　当期収支差額 72,000 267,026

前期繰越収支差額 2,608,696 2,608,696

前期繰越収支差額処分額

次期繰越収支差額 2,680,696 2,875,722

平成２６年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
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