
平成 24 年度事業報告 

（H24.4.1～H25.3.31） 

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、ひきこもりやニートなど

の若者の就労支援を行うため３つの事業に取り組んだ。 

 

【１】ひきこもり等の若者たちの居場所づくりとピアサポーター養成事業（平成 24 年

度緊急雇用創出基金事業） 

（1）組織概要 

運営場所：豊中市庄内西町４-２５-５ 

名 称：ぐーてん 

期 間：２０１２年４月～２０１３年３月 

新規雇用：フルタイム ２名 

ピアサポーター ２名 

訓練生 ６名 （計１０名） 

（2）事業趣旨 

ひきこもりやニートなどの若者の中には、発達障害などをはじめとする、さま

ざまな生きづらさなどの困難を抱えた人が少なくない。この事業では、自己肯

定感（自尊感情）などに焦点をあてながら、個別カウンセリングやグループワ

ーク活動の実施を通して、ソーシャルスキルの習得を図る。また、これらの活

動を行う「居場所」での社会参加の体験をステップとして、徐々に地域社会に

おける社会参加（ボランティア活動や職場体験、就労）につなげていくための

若年者支援のモデル形成を図ることを目指して取り組んだ。 

 

【２】ひきこもり・不登校へのアウトリーチ事業 

（「家庭訪問総合支援士」養成モデル事業）（平成 24 年度地域人材育成事業） 

（1）組織概要 

運営場所：豊中市庄内西町４-１８-１３ 

名 称：ホッとリンク 

期 間：２０１２年４月～２０１３年３月 

新規雇用：フルタイム ６名（計６名） 

（2）事業趣旨 

「生きづらさ」を抱えている子ども・若者と保護者を支援する人材を育成するた

めのプログラムを開発し、家庭訪問型支援員を育成する。また、「かたり場」や講

演会＆相談会、面談、親力トレーニングなどを開催し、現状改善のための伴走者

として、家族、当事者を支援する。訪問支援員のために開発したプログラムは、「家

庭訪問総合支援士」認定に活用し、エンパワメントをめざしたアウトリーチ手法

のモデル化をめざして取り組んだ。 



【３】商店街空き店舗を活用した若者等による創業モデル事業（平成 24 年度緊急雇用

創出基金事業） 

（1）組織概要 

運営場所：豊中市庄内東町１‐９‐２１ 

名 称：庄内勝手に盛り上げ隊 繁盛鯛 

期 間：２０１２年４月～２０１３年３月 

新規雇用：フルタイム ３名 （計３名） 

（2）事業趣旨 

この事業では、社会的に不利な条件に置かれていたり、社会的に排除されてい

る若者、正社員として働く経験のないまま２０～３０代を過ごす若者の増加を

踏まえ、地域に根差した職場で人と関わって働くことを促進するとともに、地

域商店街等の後継者不足、大型商業施設の進出、長引く不況により人の流れが

減少しさびれつつある商店街の活性化を通じたコミュニティの再生をめざし、

若者たちのアイデアを起爆剤にまちの活性化を図ることをめざして取り組んだ。 

 

■大阪府委託事業 

とよなか若者支援協議会が大阪府からの委託を受け、ひきこもりやニートなどの若者

の支援を行うための事業を実施するにあたり、ＮＰＯ法人ＺＵＴＴＯは協議会の幹事団

体として取り組んだ。 

 

困難を有する若者の総合的な生活を支援する地域モデル事業 

（平成 24 年度大阪府新しい公共支援事業モデル事業） 

 

（1）組織概要 

構成団体 

【雇用】 NPO 法人 ZUTTO （幹事団体） 

【教育】 学校法人東洋学園 長尾谷高等学校 

【福祉】 NPO 法人ハニー・ビー 

【福祉】 社会福祉法人きらら福祉会 ワークセンターとよなか 

【雇用】 豊中市 市民協働部雇用労働課 

期 間：２０１２年６月～２０１３年３月 

（2）事業趣旨 

この事業では、若者ひとり一人に合った支援方針を官民が協働し、マルチステー

クホルダーとの連携・協働のもとで実施していくモデル作りから、継続可能な事

業基盤（若者総合支援センター等）の形成を図ることをめざして、ネットワーク

を活用した若者の就労支援、相談体制づくり・家庭支援、ボランティア育成など

に取り組んだ。 

 

 

 



■講演・講座活動・・・各自治体、学校での講演・講座活動を開催 

回数 テーマ　/　場　所 担 当

1
きらっとぴあ講座
『女性が社会とつながるということ』
大阪狭山市男女共同参画推進センター

佐々木

2

人権総合相談員養成講座
『セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの構造
や現状について』
財団法人大阪府人権協会

佐々木

3
教職員研修
『スクール・セクシャル・ハラスメント研修』
東大阪市立北宮小学校

佐々木

4

巡回上映会（映画とワークショップ）
幼児から小学生までを対象としたともだちについての
ワークショップ
大阪市内5か所の市民学習センター

津田

5

教職員研修
『子どもの自尊心を育むための人権教育・集団づくりに
ついて』
岸和田市立太田小学校

佐々木

6
きらっとぴあ講座
『わたし再発見』
大阪狭山市男女共同参画推進センター

津田

7
社会参加促進支援講座
『もう一度働きたい女性のための再就職準備セミナー』
吹田市立男女共同参画センターデュオ

佐々木

8

人権コーディネーター養成コース
『事業企画の基礎を学ぶ①②、企画書作成にチャレンジ
①②』
財団法人大阪府人権協会

佐々木

日 程事業名

講演活動 6月14日（木）

9月28日（金）

講演活動

講演活動

7月27日（金）

8月2日（木）

ワークショップ

7月29日（日）～
　　8月25日（日）

（全5回）

講演活動 7月11日（水）

講演活動

講演・ワーク
ショップ

10月16日(火）～
　　11月13日（火）

（全5回）

2013年
1月23日（水）
   30日（水）

講演活動

 

 



Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

現金預金

　預金　現金手許有高 231,553

　普通預金　 8,424,137

　郵便局　通常郵便貯金 717,027

未収入金 3,038,555

前払金 134,500

2 　固定資産

附属設備 1,661,995

什器備品 80,543

3 　投資その他の資産

保証金 500,000

14,788,310

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

預り金 1,046,003

未払金 7,038,033

未払消費税等 1,197,800

未払法人税等 171,300

9,453,136

5,335,174

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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 231,553 預り金　 （注５） 1,046,003

預金　　　（注１） 8,424,137 未払金　 （注６） 7,038,033

郵便貯金　（注２） 717,027 未払消費税等 1,197,800

（現金・預金合計） 9,372,717 未払法人税等 171,300

（流動負債合計） 9,453,136

未収入金  （注３） 3,038,555

前払金　　（注４） 134,500 Ⅲ　正味財産の部

（流動資産合計） 3,173,055 前期繰越正味財産 5,242,045

当期正味財産増加額 93,129

　　2　固定資産 （正味財産合計） 5,335,174

附属設備 1,661,995

什器備品 80,543

（有形固定資産合計） 1,742,538

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

14,788,310 14,788,310

注１)　　三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　口座番号　3526535　     　7,005,812円　

         北陸銀行　大阪支店　　口座番号　6003335　　　1,418,325円　　

注２)　　郵便貯金　口座番号　14090-31816421　　   　　717,027円

注３）   豊中市　　　　　　　　3,324,104円3,038,555円

注４）　 前払金　      　　　 1,138,000円134,500円 ぐーてん、商店街（4月）

注５）　 社会保険料　       　　384,350円834,486円

　　　　 源泉所得税　　　    　　91,540円211,517円

注６）　 人件費　 　  　　　　2,028,376円4,035,324円

　　　   外注費　  　 　　      100,000円658,139円

　　　　 研修費 1,085,000円

　　　　 通信費 25,283円

　　　　 大阪府 1,234,287円

ひきこもり事業（922,735）、アウトリーチ事業（1,286,448）、商店街事業（829,372）

資産合計 負債及び正味財産合計

貸　　　方

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

借　　　　方

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



　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　（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 120,000 110,000 10,000 10,000×11名　

　　　受取寄附金 30,000 -30,000

　２．事業収入

　　　A:自主事業部門 82,100,000 67,791,075 14,308,925 未払法人税・消費税込み（1,369,100）

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 100,000 （171,300＋1,197,800）

　　　　　講演・講座活動 100,000 991,740

　　　　　助成金活動

          委託事業 80,300,000 60,247,022 豊中市（3）事業

          補助事業 5,183,213 大阪府（1）事業

  ３．助成金等収入

　４．雑収入 1,000 524,176 -523,176

　　　　雑収入 522,936

　　　　受取利息 1,000 1,240

当期収入合計 82,221,000 68,455,251 13,765,749

事業活動支出の部

支出の部

　１．事業費

　　　A:指定管理事業部門 0 178,308 -178,308

　　　　　　人件費 未払法人税・消費税込み（1,369,100）

　　　　　　旅費交通費

　　　　　　法定福利費 178,308

　　　　　　租税公課

　　　Ｂ:自主事業部門 74,030,000 60,855,221 13,174,779 未払法人税・消費税込み（1,369,100）

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 80,000

　　　　　講演・講座活動 80,000

　　　　　助成金活動

　　　　　委託事業 72,270,000 54,379,993 17,890,007 豊中市（3）事業

　　　　　補助事業 5,106,128 -5,106,128 大阪府（1）事業

　２．管理費

　　　　　　運営管理人件費 2,000,000 706,877 1,293,123 3名

　　　　　　地代家賃 600,000 300,000 300,000

　　　　　　通信費（電話・FAX） 35,000 261,018 -226,018

　　　　　　旅費交通費 150,000 99,160 50,840

　　　　　　水道光熱費 20,000 20,000

　　　　　　事務消耗品費 150,000 176,422 -26,422

　　　　　　支払手数料 15,000 181,071 -166,071 木本税務会計事務所他

　　　　　　外注費 2,000,000 3,071,462 -1,071,462

　　　　　　広告宣伝費 20,000 20,000

　　　　　　図書印刷費 200,000 5,000 195,000

　　　　　　会場費 1,000 1,000

　　　　　　会議費 300,000 760 299,240

　　　　　　研修費 20,000 20,000

　　　　　　福利厚生費 30,000 41,500 -11,500 供花（岩浅家、谷口家）

            運　賃 15,000 1,627 13,373

　　　　　　雑　費 25,000 31,000 -6,000 賛助会費、バル協賛金他

　　　　　　租税公課 1,750,000 1,816,450 -66,450 法人税、消費税等

　　　　　　リース料 1,834 -1,834

　　　　　　修繕費 13,060 -13,060 ＰＣ修理他

　　　　　　減価償却費 150,000 161,871 -11,871

　　　　　　法定福利費 0 288,181 -288,181

当期支出合計 81,511,000 68,190,822 13,320,178

当期事業活動収支差額 710,000 264,429 445,571

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 171,300

　　　　　当期収支差額 710,000 93,129

前期繰越収支差額 5,242,045 5,242,045

前期繰越収支差額処分額 0 0

次期繰越収支差額 5,952,045 5,335,174

平成２４年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日




