
（法第 28 条第１項関係） 

2021 年度の事業報告書 

2021 年  4 月  1 日から  2022 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 

 2020 年も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。 

 地域子育て支援拠点事業に対して支給されたコロナ対策の費用を活用した、オゾン発生の機械や、トイレの改修や、

赤外線の機械などを追加購入し、出来るだけの対策を講じながら、開所出来る期間は人数制限を行わず開催出来まし

た。参加人数も若干減りましたが、開所している日は多くの方が参加され、人との会話を楽しまれていました。 

 広場が開催出来なかった期間に、スタッフ研修を多く取り入れるなど、開所出来ない日をマイナスに捉えるのでは

なく、プラスに考えるように努めました。出会った親子一人一人には丁寧に寄り添うことが出来た一年であったこと

を感じます。 

 

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 

つどいの広場ぽけっと 

（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 

    

4836 人 

 

997 人     

 

1033 人 

678 人 

 

子育て中の

親子 

 

 

 

 

 

15638 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 

・2021 年度京都府こどもつながり応援隊事業補助金事業 

「産前産後なっとく楽らくセルフケア」の動画サイト作成 

・2020 年度京都府地域交響プロジェクト交付金事業 

「たまごからのメッセージ」の冊子作成印刷配布 

肩こり、腰痛、腱鞘炎の予防とペアワークの動画作成 

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」にオゾン発生の機械 「ぽけっと」は自動開閉

するトイレの設置や手洗い場の設置やオゾンの機械など

を入れた。 

・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等行う。 

・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 1000 人

程度 

 

円 

 

3639 千円 

 



令和3年度　活動計算書
2021年4月1日から2022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 36,000 36,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 182,237 182,237

３．受取助成金等
受取公的助成金 3,860,000 3,860,000

４．事業収益
委託事業 15,738,000
参加費 39,600
謝金収入 50,000
保育収入 13,000
商品売上 791,936
他収入（部屋代・レンタル） 504,408 17,136,944

５．その他収益
受取利息 43
雑収入 122 165

経常収益計 21,215,346
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 8,653,148
法定福利費 573,768
研修採用費 411,940
人件費計 11,078,856
その他経費
期首商品棚卸高 100,000
仕入高 11,770
期末商品棚卸高 -100,000
荷造運賃 7,788
接待交際費 46,664
旅費交通費 270,463
通信費 281,960
修繕費 176,054
備品・消耗品費 1,631,177
地代家賃 2,206,460
保険料 141,660
租税公課 750
支払手数料 39,827
支払報酬 429,000
新聞図書費 69,016
減価償却費 177,292
印刷製本費 194,559
外注費 814,605
賃借料 24,000
謝金 1,663,000
諸会費 12,000
その他経費計 8,198,045

事業費計 19,276,901
経常費用計 19,276,901

当期経常増減額 1,938,445
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 1,938,445
法人税、住民税及び事業税 80,006
当期正味財産増減額 1,858,439
前期繰越正味財産額 -874,308
次期繰越正味財産額 984,131

※　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3年度　財産目録
令和4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 0
京都銀行普通預金（自主事業用） 2,881,671
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 3,001,671

２．固定資産
（1)有形固定資産

工具器具備品 177,292
有形固定資産計 177,292

（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 177,292
資産合計 3,178,963

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金（JCBカード） 1,886
未払法人税等 80,000
流動負債合計 81,886

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 2,194,832
正味財産 984,131

金額



令和3年度　貸借対照表
令和4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 2,901,671
商品（棚卸資産） 100,000
流動資産合計 3,001,671

２．固定資産
有形固定資産
工具器具備品 177,292
有形固定資産計 177,292
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 177,292
資産合計 3,178,963

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金（JCBカード） 1,886
未払法人税等 80,000
流動負債合計 81,886

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 2,194,832
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 -874,308
当期正味財産増減額 1,858,439

正味財産合計 984,131
負債及び正味財産合計 3,178,963

金額

（１）

（２）

（３）
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