
平成 25 年度事業報告 

 

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の事業並びに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に取り組んだ。 

 

【１】ニートひきこもり等の ICT デザイン分野就労支援モデル事業 

（平成 25 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：庄内電脳彩り団 

期    間：２０１３年４月～２０１４年３月 

新規雇用：フルタイム ４名 

（2）事業趣旨 

この事業では、正社員経験のないまま 20～30 代を過ごす若者たちのうち、ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）やデザインを得意とするが、うまく仕事にマッチングされ

ていない者を雇用し、地域商店や地域イベント等のチラシづくり、ウェブづく

りなどの業務に実践的に携わる機会を設けた。この活動を通じて、若者は自己

効力感を高めながら職業スキルを高め、地域商店は若者の人材育成に携わると

ともに、広報活動の支援を受けた。このように「若者の就労課題」と「商店街

等活性化」という２つの課題を結びつけながら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：２０１３年９月～２０１４年９月（予定） 

新規雇用：フルタイム ６名 

（2）事業趣旨 

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、商店街や中小企業な

ど、地域に根ざした事業所に入りこみ、情報発信を通じたまちの活性化を図って

いる。地域の個人商店主等にとっては、地域の店舗情報を一元的に発信する仕組



みを活用することで、単体の広報では難しい人と情報の流れを生み出すことがで

きる。なお、本事業は２０１４年９月までの委託事業であり、平成 26 年度にまた

がって実施し、その後の自主事業化を図る予定である。 

 

【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：２０１３年４月～２０１４年３月 

（２） 事業趣旨 

    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り、参加者の自立を目指して取り組んだ。 

 

■平成２５年度年賀寄附金配分事業 

 日本郵便株式会社より年賀寄附金の配分事業採択を受け、ひきこもりやニートなどの

若者支援を行う事業に取り組んだ。 

 

生きづらさ（ひきこもり、発達障がいなど）を持つ若者の居場所と就労準備講座の開

催事業 

（１） 組織概要 

    運営場所：豊中市庄内西町 4－25－5 

    名  称：若者居場所工房ぐーてん 

    期  間：２０１３年４月～２０１４年３月 

（２） 事業趣旨 

    ひきこもりやニートなどの若者の中には、発達障がい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、紙すき等の共同活動を通じて、

ソーシャルスキルの習得を目指して取り組んだ。 

    居場所としてはのべ 150 名以上が参加。講演会・相談会にはのべ 120 名以上が

参加。不登校・ひきこもりの問題を抱える親・保護者が適切な相談・支援機関

につながるなどの成果があった。 

 



回数 テーマ　/　場　所 担 当

1
「コミュニケーション・トレーニング」
NPO法人茨木シニアカレッジ

佐々木

2

大阪市第3ブロック研究会
「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」
大阪市立旭東幼稚園

津田

3
「若者のための居場所の運営」
青年の家いぶき

松井
柴垣

4
「幼児期における仲間づくり、体力づくりの講演と
ワークショップ」
大阪市立鯰江幼稚園

津田

5

6

7

8

自　主　事　業　報　告

平成25年4月～平成26年3月

7月3日（水）
講演・

ワークショッ
プ

日 程事業名

講演・
ワークショッ

プ

講演活動 5月21日（火）

講演活動 10月30日（水）

2月26日（水）



Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

現金預金

　預金　現金手許有高 241,288

　普通預金　 3,523,052

　郵便局　通常郵便貯金 195,789

未収入金 4,103,005

前払金 171,600

2 　固定資産

附属設備 1,557,733

什器備品 46,957

3 　投資その他の資産

保証金 500,000

10,339,424

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

預り金 564,680

未払金 6,930,848

未払消費税等 105,200

未払法人税等 130,000

7,730,728

2,608,696

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26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 241,288 預り金　 （注５） 564,680

預金　　　（注１） 3,523,052 未払金　 （注６） 6,930,848

郵便貯金　（注２） 195,789 未払消費税等 105,200

（現金・預金合計） 3,960,129 未払法人税等 130,000

（流動負債合計） 7,730,728

未収入金  （注３） 4,103,005

前払金　　（注４） 171,600 Ⅲ　正味財産の部

（流動資産合計） 4,274,605 前期繰越正味財産 5,335,174

当期正味財産増加額 -2,726,478

　　2　固定資産 （正味財産合計） 2,608,696

附属設備 1,557,733

什器備品 46,957

（有形固定資産合計） 1,604,690

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

10,339,424 10,339,424

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　口座番号　3526535　    3,523,052円　

注２) 郵便貯金　口座番号　14090-31816421　　   　　195,789円

注３）豊中市　　　　 4,103,005円

注４）前払金　      171,600円 松田、芳村、神吉事務所（4月）

注５）社会保険料　  277,951円

　　　源泉所得税 286,729円

注６）人件費 3,609,618円

　　　外注費 673,140円

　　  研修費 1,816,850円

　　　通信費 28,050円

　　  事務用品費 17,535円

      消耗品費 65,800円

      広告宣伝費 262,500円

      リース料 433,825円

      旅費交通費 23,530円

若者ICT事業（835,766）、ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ事業（2,645,716）
くらし応援室（561,523）勤労者（60,000）

資産合計 負債及び正味財産合計

貸　　　方

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26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 30,000 600,000 -570,000

　２．事業収入 0

　　　A:自主事業部門 23,450,000 43,091,595 -19,641,595

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 50,000 50,000

　　　　　講演・講座活動 100,000 157,448 -57,448

　　　　　助成金活動 0

          委託事業 22,000,000 39,370,447 -17,370,447 豊中市（3）事業

          補助事業 3,563,700 -3,563,700

  ３．助成金等収入

　４．雑収入 2,739 -2,739

　　　　雑収入 2,003 -2,003

　　　　受取利息 1,000 736 264

当期収入合計 23,600,000 43,804,334 -20,204,334

事業活動支出の部

支出の部

　１．事業費

　　　　自主事業部門 21,235,000 42,513,149 -21,278,149

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 45,000 45,000

　　　　　講演・講座活動 90,000 90,000

　　　　　助成金活動

　　　　　　　法定福利費 853,854 -853,854 《前期》豊中(4)事業

　　　　　委託事業 19,800,000 35,923,876 -16,123,876 豊中市（3）事業

　　　　　補助事業 5,735,419 -5,735,419

　２．管理費

　　　　　　運営管理人件費 200,000 0 200,000

　　　　　　地代家賃 200,000 600,000 -400,000

　　　　　　通信費（電話・FAX） 50,000 307,317 -257,317

　　　　　　旅費交通費 40,000 38,615 1,385

　　　　　　水道光熱費 40,000 6,545 33,455

　　　　　　事務消耗品費 20,000 41,932 -21,932

　　　　　　支払手数料 85,000 77,443 7,557 木本税務会計事務所他

　　　　　　外注費 500,000 38,250 461,750

　　　　　　広告宣伝費 5,000 0 5,000

　　　　　　図書印刷費 2,000 0 2,000

　　　　　　会場費 5,000 0 5,000

　　　　　　会議費 3,000 78,800 -75,800 供花（金家）

　　　　　　研修費 10,000 0 10,000

　　　　　　福利厚生費 10,000 0 10,000

            運　賃 1,000 2,483 -1,483

　　　　　　雑　費 10,000 704,168 -694,168

　　　　　　租税公課 1,000,000 1,014,450 -14,450 法人税、消費税等

　　　　　　リース料 1,000 0 1,000

　　　　　　修繕費 10,000 0 10,000

　　　　　　減価償却費 100,000 137,848 -37,848

　　　　　　法定福利費 0 839,812 -839,812 前期豊中4事業分

当期支出合計 23,527,000 46,400,812 -22,873,812

当期事業活動収支差額 73,000 -2,596,478 2,669,478

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 73,000 -2,726,478

前期繰越収支差額 5,335,174 5,335,174

前期繰越収支差額処分額

次期繰越収支差額 5,408,174 2,608,696

平成２５年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
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