
（法第 28 条第１項関係） 

2020 年度の事業報告書 

2020 年  4 月  1 日から  2021 年  3 月 31 日まで 

特定非営利活動法人子育てを楽しむ会 

 

１ 事業の成果 

 コロナ禍に振り回された一年であった。子育て支援拠点の委託事業を休まないといけなくなった。 

 コロナ対策にも頭を悩ました。人とのふれあい、子ども達のために用意したおもちゃを減らし、消毒に明け暮れた。 

 マスクで表情が見えない、一緒に食事が出来ないなど、いろいろな制約の中でも、産前産後、サポートをとても受

けにくい親子のサポートに、出来ることを探しながら行った。 

 子育て支援拠点事業に就いては、コロナ対策の別途費用が支給されて助かった。 

 出会って、丁寧なサポートの必要性を感じていたが、動画や、ネットを通じてもサポートを出来る方法を身につけ

ておくことの必要性を感じ、だっこＲＯＯＭというサイトを新たに立ち上げた。 

 学生であったスタッフの子ども達が、在宅での授業だったため、当会の事業を手伝ってくれたり等、会の成長と共

に、子どもの成長も感じられる一年であった。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者 の 範

囲 

(E)人数 

事業費の金

額 

（概算） 

（単位：千

円） 

子育て期の親子や、子育 

て期の妊婦が集う事業 

子育て支援拠点事業 

（宇治市からの委託事

業） 

 

・つどいの広場りぼん 

（週 5 日）宇治市広野町西裏

100 

・おさんぽりぼん 

（週 1 日）宇治市植物公園内 

・おさんぽりぼん 

（週 3 日）伊勢田村田さん宅 

（週１日）伊勢田こども園 

従事者合計 15 人 

    

5432 人 

 

1332 人     

 

1552 人 

742 人 

 

子育て中の

親子 

 

 

 

 

 

15070 千円 

・子育て期の親子や、子

育て期の親や妊婦が集

う場所づくり事業 

・子育ての情報提供 

・子育て期の親が自分自

身を活かし、社会とつ

ながるための啓発、チ

ャレンジ支援事業 

・子育てがしやすい地域

づくり、啓発、提言事

業 

・妊娠中から子供の青年

期までを見据えた、統

轄的な子育て支援事業 

・宇治市社協とのコラボ 

・赤ちゃんサロン/広場/パーク/おしゃべりキャッチボール 

・女性と子育てにやさしい商品の製造販売 

・事業全体を実施するにあたっての事務や広報作業 

・2020 年度京都府こどもつながり応援隊事業補助金事業 

「だっこＲＯＯＭ」のサイト作成 

・2020 年度京都府地域交響プロジェクト交付金事業 

「たたみサロンの開設」「夏休みの小学生対象事業」 

開催場所は、 

社協とのコラボは 宇治市総合福祉会館 

他の事業は、当会の拠点、平和堂 100BAN 店内で行った。 

・別途、委託事業に対して、コロナ対策の費用が支給され

「りぼん」に滅菌たたみ、「ぽけっと」に滅菌たたみやお

もちゃの滅菌庫、クーラーや空気清浄機、手洗い場など設

置 

・研修会にも多く参加した。 

・同志社女子大学の看護学生の受け入れ先がなく、当会が

６０人以上の実習生を受け入れた 

・イオンの募金に立つことはコロナの影響でなかったが、

均等に割りあえてもらえた。 

 

従事者は、17 名 

子育て中の

親子、子育て

中の女性、子

育て支援者

関係など 

 

延べ 1200 人

程度 

 

6,258,483 円 

 

6258 千円 

 



令和2年度　活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人子育てを楽しむ会
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
受取会費 34,000 34,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 56,670 56,670

３．受取助成金等
受取公的助成金 2,962,800 2,962,800

４．事業収益
委託事業 15,417,000
参加費 94,550
商品売上 1,209,437
他収入（部屋代・レンタル） 715,345 17,436,332

５．その他収益
受取利息 34
雑収入 3 37

経常収益計 20,489,839
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
コーディネーター料 960,000
役員報酬 480,000
給料手当 9,541,963
法定福利費 552,174
研修採用費 589,500
人件費計 12,123,637
その他経費
期首商品棚卸高 72,480
仕入高 42,472
期末商品棚卸高 -100,000
荷造運賃 26,301
接待交際費 4,600
旅費交通費 277,018
通信費 350,859
修繕費 688,050
備品・消耗品費 3,615,927
地代家賃 2,202,500
保険料 187,188
支払手数料 28,639
支払報酬 429,000
新聞図書費 74,324
減価償却費 15,416
雑費 1,500
印刷製本費 51,155
外注費 493,917
謝金 743,500
その他経費計 9,204,846

事業費計 21,328,483
経常費用計 21,328,483

当期経常増減額 -838,644
Ⅲ 経常外収益

経常外収益計 0 0
Ⅳ 経常外費用

経常外費用計 0 0
税引前当期正味財産増減額 -838,644
法人税、住民税及び事業税 80,002
当期正味財産増減額 -918,646
前期繰越正味財産額 44,338
次期繰越正味財産額 -874,308

※　今年度はその他の事業を実施していません。

金額

（２）

（１）



令和2年度　財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人子育てを楽しむ会

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

現金 20,000
ゆうちょ銀行普通預金 8,073
京都銀行普通預金（自主事業用） 835,981
京都銀行普通預金（委託事業用1） 0
京都銀行普通預金（委託事業用2） 0

商品（棚卸資産） 100,000
流動資産合計 964,054

２．固定資産
（1)有形固定資産

工具器具備品 354,584
有形固定資産計 354,584

（2)無形固定資産
無形固定資産計 0

（3)投資その他の資産
投資その他の資産計 0

固定資産合計 354,584
資産合計 1,318,638

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払法人税等 80,000
流動負債合計 80,000

２．固定負債
長期借入金

理事長 2,112,946
固定負債合計 2,112,946

負債合計 2,192,946
正味財産 -874,308

金額



令和2年度　貸借対照表
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人子育てを楽しむ会
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金 864,054
商品（棚卸資産） 100,000
流動資産合計 964,054

２．固定資産
有形固定資産
工具器具備品 354,584
有形固定資産計 354,584
無形固定資産
無形固定資産計 0
投資その他の資産
投資その他の資産計 0

固定資産合計 354,584
資産合計 1,318,638

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払法人税等 80,000
流動負債合計 80,000

２．固定負債
長期借入金 2,112,946
固定負債合計 2,112,946

負債合計 2,192,946
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 44,338
当期正味財産増減額 -918,646

正味財産合計 -874,308
負債及び正味財産合計 1,318,638

金額

（１）

（２）

（３）
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