
平成２８年度事業報告書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

１ 事業の成果

次の事項を重点的に取り組んだ。

(1)利用者の立場に立ったとくしま県民活動プラザの運営及び管理

(2)ＮＰＯの自立と成長を目指した積極的な支援

(3)運営委員会を中核とした事業運営体制の整備

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

定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

活動・

交流の

拠点と

なる場

の提供

に関す

る事業

・ミーティング等に自由に利用できる交流、相談スペースの管理

・交流スペースに設置するコピー機、ＦＡＸの管理

・団体登録

・貸ロッカー、貸メールボックスの管理

・貸会議室、貸研修室の設置

・登録ボランティアの実施

・ＯＡ機器の整備及び管理（貸出機材、作業室整備機器の管理）

常時 事務所 12 人 団体登録

525 団体

来館者

29,873 人

12,230

情報収

集・提

供に関

する事

業

・閲覧コーナーの貸出図書及びＤＶＤ等の管理

・掲示スペース、資料配布スペースの管理

・支援情報、活動事例の収集、提供

・新聞記事データベースとフリースポットサービスの提供

・メールを利用した情報提供とフェイスブックページとツイッターの運

用

常時 事務所 12 人 来館者

29,873 人

0

広報・

啓発に

関する

事業

■ホームページ

運営・管理

ホームページを通して、ＮＰＯ等の各種活動の広報

や啓発・普及を図るとともに、運営・管理を行った。

常時 事務所 12 人 年間ｱｸｾｽ数

83,950 件

220

■ＮＰＯボラン

ティアポスタ

ー展示会

多くの県民に県内で活躍している社会貢献活動団体

及び活動内容を知ってもらう機会として、ポスター展

示会を実施した。

H28.7.1～H29.3.14 県内 12 ヶ所

(県庁県民ﾎｰﾙ

等)

8 人 出展：40 団体

■広報誌「ひと・

リプル」

ＮＰＯ等の団体の状況や活動内容を広く県民に知っ

てもらうために、とくしま県民活動プラザ広報誌「ひ

と」徳島県社会福祉協議会「リプル」の両面表紙の内

容を充実した広報誌を発行した。

発行回数：年 4回 12 人 発行部数

24,000 部

第１号議案



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

相談・

支援に

関する

事業

相談

事業

■一般相談

来館、電話、ＦＡＸ、Ｅメール等により、ＮＰＯや社会貢献活

動に関しての相談に応じた。

常時 事務所 12 人 相談件数

550 件

1,821

支援

事業

■サポートオフィス開催

市町との連携の下、地域住民が気軽に参加できる交流・学びの

場を設け、ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供等

を行い、地域住民が社会貢献活動に積極的に参加し、協力し合え

る環境整備の推進を図った。

南部サテライトオフ

ィス （５回）

西部サテライトオフ

ィス （７回）

阿南市

那賀町（４回）

美馬市（３回）

三好市

つるぎ町

東みよし町

（２回）

12 人 参加者

延べ 1,820 人

参加者

延べ 3,540 人

■移動オフィスの設置

市町との連携の下、地域住民が気軽に参加できる場において、

ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供等を行うため

に「移動オフィス」を設置した。

移動オフィス（12 回） 徳島市(４回)

石井町(２回)

藍住町

吉野川市

勝浦町

小松島市

北島町

鳴門市

12 人 参加者

延べ 9,858 人

■ＮＰＯ出前講座実施

プラザ職員が無料で、要望のあった団体において、要望に沿っ

たテーマに関する研修会等の講師を務めた。

２０回 県内各地 12 人 受講者 734 人

■「ゆめバンクとくしま」による人・もののマッチング事業

プラザに設置している「ゆめバンクとくしま」を活用しＮＰＯ

等の団体のニーズに応じた人材及び物品の仲介等の業務を行っ

た。

常時 事務所 12 人 利用件数

999 件

■「ゆめバンクとくしま」寄付による助成事業

支援を必要とするＮＰＯ等に対して、県民や企業・団体等から

の寄付金を原資とし、県内のＮＰＯ活動を資金面から支援を行う

ことで、ＮＰＯ等の活動基盤の強化と自立・発展を図ることを目

的として実施した。

H28.7.10 事務所 12 人 助成団体 12団体

金額 634,000 円

(内、団体指定寄

付を除いた分,７

団体 350,000 円）

■寄付文化の醸成、寄付募集のための支援事業

平成 26 年 7 月 20 日に県の認定を取得し、寄付金に対する税額

控除が可能となっている。

常時 事務所 12 人 寄付者数

122 人

寄付金額

775,905 円



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

相談・

支援に

関する

事業

支援

事業

■つなぎ融資への利子補給事業

行政機関からの委託事業を実施するにあたり、つなぎ融資を受

けた場合にその利息相当額の支援を行う事業を用意した。

常時 事務所 8人 1団体

14,000 円

■がんばるＮＰＯ応援事業

県内社会貢献活動団体が地域づくりの担い手として発展してい

くために、協働により事業を実施した。

H28.5.21～H29.2.26

（15 回）

県内各地 8人 依頼団体

15 団体

人材育

成・研

修に関

する事

業

■ＮＰＯおためし体験

ＮＰＯ・ボランティア活動に興味があり、社会貢献活動をしてみたい

という希望のある方を対象に、本格的な参加ではなく、おためし体験と

して県内ＮＰＯ等で短期間の活動を体験することを目的に実施した。

H28.4.1～H29.3.25

（48 回）

県内各地 12 人 延べ 411 人 2,040

■各種講座等の実施（プラザ主催講座等）

ＮＰＯ等の人材育成や組織強化を図り、団体の自立と成長を促進する

ため講座を開催した。

H28.5.22～H29.3.31

（12 回）

県内各地 8人 参加者

延べ 201 人

■小中学生のＮＰＯ・ボランティア活動体験事業（タウン）

県内のＮＰＯ・ボランティア団体の活動を、子どもたちがそれぞれの

専門家から教わりながら体験することを通して、社会貢献活動の活動内

容や重要性を知ることを目的として開催した。

H28.7.24～H29.2.26

（4 回）

ｷｮｰｴｲ鳴門駅前

うだつアリーナ

池田総合体育館

沖洲ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙ

12 人 参加団体

延べ 56 団体

参加小中高生

延べ 282 人

■中間支援組織のスタッフの育成事業

専門組織が実施する研修講座の受講やフォーラム等に積極的に参加

し、中間支援組織職員のスキルアップを図った。

H28.4.2～H29.2.20

（15 回）

県内、兵庫県、

高知県、愛媛県

神奈川県

12 人 参加者

延べ 26 人

交流・

連携に

関する

事業

■第１２回とくしまＮＰＯ・ボランティアフェア

ＮＰＯ等の活動紹介や物品販売を通じて、団体の活動内容を、多くの

県民に具体的に知ってもらい、参加へのきっかけづくりにすることを目

的として開催した。

H28.11.3 新町川水際公園 12 人 参加団体

30 団体

0

■ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員による「プラザ・サロン」

ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員が互いの情報を共有し、子どもた

ちを取り巻く状況について語り合うことで、発達障がいに対し、連携し

た取り組みを推進することを目的として開催した。

H28.6.18 徳島県教育会館 2 人 参加団体

7団体

教職員 28 名

■生活学校

(財)あしたの日本を創る協会の徳島県における窓口として、生活学校

運動を推進するとともに、育成を図った。

14 回 県内 10 会場 8人 328 人



定款の

事業名 事業内容 実施日等 実施場所
従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

その他

の活動

支援に

関する

事業

■運営委員会の開催

事業の円滑な実施を図るとともに、今後の支援活動の方針を検討する

ために、運営委員会を開催した。

第１回：H28.6.21

第２回：H29.3.22

沖洲マリンタ

ーミナル

8人 参加 9 団体

学識経験者 3

名

企業等 3

13

■他団体等との連携

他の地域づくり活動組織等との連携を図った。

・「小さな親切」運動

H28.6.15

・県災害ボランティア

連絡会総会 H28.8.10

・県総合防災訓練

H28.9.1

・クレメント徳島

・県立防災センター

・蛇王運動公園

8人

(2)その他の事業

ありません。



平成２８２８年度年度 貸借貸借対照表

平成 229 年 3 月月 31 日現在

定非営認定特定非営利活動法人 くとくしま県民活動ププラザ
((((単位単位単位単位：：円円))

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部

１ 流動資産 １ 流動負債

現金預金        3,551,861 未払金 1,373,606 

立替金             1,973 返納金 188,722 

未収金            25,450 預り金 232,302 

仮払金 0 流動負債合計 1,794,630 

流動資産合計       3,579,284 

２ 固定負債

２ 固定資産 長期借入金 0 

（１）有形固定資産 固定負債合計 0 

什器備品 0 負債合計 1,794,630 

（２）特定資産

ゆめバンク寄付金        1,339,516 Ⅲ 正味財産の部

固定資産計       1,339,516 前期繰越正味財産 2,063,848 

当期正味財産増減額 1,060,322 

正味財産合計 3,124,170 

資産合計       4,918,800 負債及び正味財産合計 4,918,800 

※「その他事業」はありません



法人名：： 活動認定特定非営利活動法人 ととくしま県民活動プラザプラザ

活動計活動計活動計算書活動計算書
平成平成 228 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 経常収益

1. 受取寄付金
ゆめバンク寄付金 779,905
その他寄付金 30,000 809,905

2. 受取助成金
ＪＴ ＮＰＯ助成 助成金 1,412,000 1,412,000

3. 事業収益
自主事業収益 842,352
徳島県委託事業収益 23,309,000 24,151,352

4. その他収益
ぷらざタウン参加費 20,300
雑収入 6,544 26,844

経常収益計 26,400,101
Ⅱ 経常費用

1. 事業費
（1）人件費

給料手当 8,796,560
法定福利費 3,229,395
人件費計 12,025,955

（2）その他経費
報償費 646,407
旅費 178,153
需用費 1,043,485
役務費 1,203,072
使用料及び賃借料 387,498
負担金・補助金 652,000
返納金 188,722
公課費 0
その他経費計 4,299,337

事業費計 16,325,292
2. 管理費

（1）人件費
給料手当 2,901,831
法定福利費 1,633,115
人件費計 4,534,946

（2）その他経費
報償費 0
旅費 98,821
需用費 1,748,198
役務費 763,618
使用料及び賃借料 550,684
備品購入費 0
減価償却費 83,220
負担金・補助 33,300
公課費 1,201,700
その他経費計 4,479,541

管理費計 9,014,487
経常費用計 25,339,779

  当期正味財産増減額 1,060,322
前期繰越正味財産額 2,063,848

  次期繰越正味財産額 3,124,170

※「その他事業」はありません



務財務諸表のの注記

１ 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっていま

す。

（1） 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

（2） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「３ 施設の提供等の物的サービスの

受入れの内訳」に記載しています。

（3） ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記してい

ます。

（4） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。



２ 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目 活動・交流 広報・啓発 相談・支援
人材育成
・研修

人材育成
(JT事業）

その他事
業

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ 経常収益

1. 受取会費 0 0

2. 受取寄付金 779,905 30,000 809,905 809,905

3. 受取助成金等 1,412,000 1,412,000 1,412,000

4. 事業収益 12,230,000 344,352 1,169,000 737,690 325,310 13,080 14,819,432 9,331,920 24,151,352

5. その他収益 26,844 26,844 26,844

経常収益計 12,230,000 344,352 1,948,905 737,690 1,794,154 13,080 17,068,181 9,331,920 26,400,101

Ⅱ 経常費用

（1） 人件費

給料手当 8,344,061 452,499 8,796,560 2,901,831 11,698,391

法定福利費 3,229,395 3,229,395 1,633,115 4,862,510

人件費計 11,573,456 0 0 0 452,499 0 12,025,955 4,534,946 16,560,901

（2） その他経費

報償費 316,407 150,000 180,000 646,407 646,407

旅費 143,593 21,480 13,080 178,153 98,821 276,974

需用費 487,394 5,845 71,974 3,900 474,372 1,043,485 1,748,198 2,791,683

役務費 214,617 637,026 1,680 349,749 1,203,072 763,618 1,966,690
使用料及び賃借料 169,150 76,080 142,268 387,498 550,684 938,182

備品購入費 0 0

減価償却費 0 83,220 83,220

負担金・補助 652,000 652,000 33,300 685,300

返納金 188,722 188,722 188,722

公課費 0 1,201,700 1,201,700

その他経費計 656,544 220,462 1,821,000 253,140 1,335,111 13,080 4,299,337 4,479,541 8,778,878

経常費用計 12,230,000 220,462 1,821,000 253,140 1,787,610 13,080 16,325,292 9,014,487 25,339,779

当期経常増減額 0 123,890 127,905 484,550 6,544 0 742,889 317,433 1,060,322



３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

とくしま県民活動プラザ施設使用料                        15,889,440 県支払額から算定しています

とくしま県民活動プラザ駐車場使用料                            89,320 県支払額から算定しています

４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

事務局職員（派遣常勤職員３名）                        20,442,145 派遣元の給料から算定しています。

５ 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は3,124,170円ですが、そのうち1,339,516円は「ゆめバンクとくしま」

事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は1,784,654円です。

(単位：円)

内 容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

ゆめバンクとくしま 1,211,587 779,929 652,000 1,339,516 県内ＮＰＯへ助成していま
す。

合 計 1,211,587 779,929 652,000 1,339,516

６ 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

カラープリンタ 83,220 0 83,220 0 138,700 0

合 計 83,220 0 83,220 0 138,700 0



※参考（県予算の振り分け表）

プラザ管理費 活動交流 相談支援 人材育成 その他事業 事業部門 管理部門 計

給料 5,141,000 5,141,000 5,141,000

職員手当 6,144,000 6,144,000 1,025,000 7,169,000

社保 0 918,000 918,000

共済費 0 4,092,000 4,092,000

旅費 0 10,000 10,000

需用費 0 1,054,000 1,054,000

役務費 0 616,000 616,000

賃借料 0 324,000 324,000

負担金 0 10,000 10,000

公課費 0 1,116,000 1,116,000

プラザ事業費 0 0

報酬 40,000 565,000 605,000 605,000

旅費 420,000 420,000 420,000

需用費 598,000 485,000 1,083,000 1,083,000

役務費 2,000 210,000 212,000 212,000

賃借料 345,000 14,000 359,000 180,000 539,000

計 12,230,000 1,169,000 565,000 0 13,964,000 9,345,000 23,309,000



平成平成２８２８年度年度 財産目録財産目録

平成平成 222929 年年 33 月月 3131 日現在日現在

定特 人認定特定非営利活動法人 と まとくしま 活動県民活動ププラザ
((単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 資産の部

1. 流動資産
現金預金

現金 0
阿波銀行_管理決済 3,268,591
阿波銀行_事業決済（助成金事業） 283,270
立替金 1,973
未収金（広告料収入等） 25,450
仮払金 0

流動資産合計 3,579,284
2. 固定資産

（1）有形固定資産
什器備品 0

（2）ゆめバンク寄付金
阿波銀行_寄附 1,280,481
徳島銀行_寄附 4,000
ゆうちょ銀行_寄附 55,035

固定資産合計 1,339,516
資産合計 4,918,800

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

未払金（公共料金、給与等） 1,373,606
返納金（ＪＴ助成金） 188,722
預り金（所得税、社会保険料等） 232,302

流動負債合計 1,794,630
2. 固定負債

長期借入金 0
固定負債合計 0

負債合計 1,794,630

正味財産 3,124,170

※「その他事業」はありません





平成２９年度事業報告書

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

１ 事業の成果

次の事項を重点的に取り組んだ。

(1)利用者の立場に立ったとくしま県民活動プラザの運営及び管理

(2)ＮＰＯの自立と成長を目指した積極的な支援

(3)運営委員会を中核とした事業運営体制の整備

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

定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

活動・

交流の

拠点と

なる場

の提供

に関す

る事業

・ミーティング等に自由に利用できる交流、相談スペースの管理

・交流スペースに設置するコピー機、ＦＡＸの管理

・団体登録

・貸ロッカー、貸メールボックスの管理

・貸会議室、貸研修室の設置

・登録ボランティアの実施

・ＯＡ機器の整備及び管理（貸出機材、作業室整備機器の管理）

常時 事務所 12 人 団体登録

532 団体

来館者

43,947 人

12,078

情報収

集・提

供に関

する事

業

・閲覧コーナーの貸出図書及びＤＶＤ等の管理

・掲示スペース、資料配布スペースの管理

・支援情報、活動事例の収集、提供

・新聞記事データベースとフリースポットサービスの提供

・メールを利用した情報提供とフェイスブックページとツイッターの運

用

常時 事務所 12 人 来館者

43,947 人

0

広報・

啓発に

関する

事業

■ホームページ

運営・管理

プラザホームページの全面改修を行い、ＮＰＯ等の

各種活動の広報や啓発、普及を図った。

常時 事務所 12 人 年間ｱｸｾｽ数

77,568 件

223

■ＮＰＯボラン

ティアポスタ

ー展示会

多くの県民に県内で活躍している社会貢献活動団体

及び活動内容を知ってもらう機会として、ポスター展

示会を実施した。

H28.7.1～H29.3.14 県内 8 ヶ所

(県庁県民ﾎｰﾙ

等)

8 人 出展：40 団体

■広報誌「ひと・

リプル」

ＮＰＯ等の団体の状況や活動内容を広く県民に知っ

てもらうために、とくしま県民活動プラザ広報誌「ひ

と」徳島県社会福祉協議会「リプル」の両面表紙の内

容を充実した広報誌を発行した。

発行回数：年 4回 12 人 発行部数

24,000 部



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

相談・

支援に

関する

事業

相談

事業

■一般相談

来館、電話、ＦＡＸ、Ｅメール等により、ＮＰＯや社会貢献活

動に関しての相談に応じた。

常時 事務所 12 人 相談件数

732 件

1,048

支援

事業

■サポートオフィス開催

市町との連携の下、地域住民が気軽に参加できる交流・学びの

場を設け、ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供等

を行い、地域住民が社会貢献活動に積極的に参加し、協力し合え

る環境整備の推進を図った。

南部サテライトオフ

ィス （５回）

西部サテライトオフ

ィス （７回）

阿南市

那賀町（４回）

美馬市

三好市(３回）

つるぎ町

東みよし町

（２回）

12 人 参加者

延べ 1,284 人

参加者

延べ 2,080 人

■移動オフィスの設置

市町との連携の下、地域住民が気軽に参加できる場において、

ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供等を行うため

に「移動オフィス」を設置した。

移動オフィス（6 回） 徳島市(３回)

石井町(２回)

鳴門市

12 人 参加者

延べ 5,922 人

■ＮＰＯ出前講座実施

プラザ職員が無料で、要望のあった団体において、要望に沿っ

たテーマに関する研修会等の講師を務めた。

19 回 県内各地 12 人 受講者 773 人

■「ゆめバンクとくしま」による人・もののマッチング事業

プラザに設置している「ゆめバンクとくしま」を活用しＮＰＯ

等の団体のニーズに応じた人材及び物品の仲介等の業務を実施。

常時 事務所 12 人 利用件数

649 件

■「ゆめバンクとくしま」寄付による助成事業

支援を必要とするＮＰＯ等に対して、県民や企業・団体等から

の寄付金を原資とし、県内のＮＰＯ活動を資金面から支援を行う

ことで、ＮＰＯ等の活動基盤の強化と自立・発展を図ることを目

的として実施した。

H29.7.9 事務所 12 人 助成団体 11団体

金額 610,000 円

(内、団体指定寄

付を除いた分,10

団体 550,000 円）

■寄付文化の醸成、寄付募集のための支援事業

平成 26 年 7 月 20 日に県の認定を取得し、寄付金に対する税額

控除が可能となっている。

常時 事務所 12 人 寄付者 106 人

寄付金額

557,158 円

相談・

支援に

関する

事業

支援

事業

■つなぎ融資への利子補給事業

行政機関からの委託事業を実施するにあたり、つなぎ融資を受

けた場合にその利息相当額の支援を行う事業を用意した。

常時 事務所 8人 1団体

11,000 円

■アドバイザー派遣事業

県内ＮＰＯ等団体が社会貢献活動を推進するために行う各種事

業に、アドバイザーを派遣し、助言等を行うことにより当該活動

を支援した。

H29.4.30～H30.3.18

（12 回）

県内各地 8人 依頼団体

12 団体



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

人材育

成・研

修に関

する事

業

■ＮＰＯおためし体験

ＮＰＯ・ボランティア活動に興味があり、社会貢献活動をしてみたい

という希望のある方を対象に、本格的な参加ではなく、おためし体験と

して県内ＮＰＯ等で短期間の活動を体験することを目的に実施した。

H29.4.1～H30.3.24

（65 回）

県内各地 12 人 延べ 452 人 2,278

■各種講座等の実施（プラザ主催講座等）

ＮＰＯ等の人材育成や組織強化を図り、団体の自立と成長を促進する

ため講座を開催した。

H29.5.10～H30.2.12

（10 回）

県内各地 8人 参加者

延べ 224 人

■小中高校生のＮＰＯ・ボランティア活動体験事業（ぷらざタウン）

県内のＮＰＯ・ボランティア団体の活動を、子どもたちがそれぞれの

専門家から教わりながら体験することを通して、社会貢献活動の活動内

容や重要性を知ることを目的として開催した。

H28.7.23～H30.3.4

（4 回）

海部公民館

うずしお会館

池田総合体育館

沖洲ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙ

12 人 参加団体

延べ 54 団体

参加小中高生

延べ 238 人

■中間支援組織のスタッフの育成事業

専門組織が実施する研修講座の受講やフォーラム等に積極的に参加

し、中間支援組織職員のスキルアップを図った。

H29.6.13～H30.3.14

（24 回）

県内、香川県、

東京都

12 人 参加者

延べ 35 人

■ＮＰＯ小中学校等出前授業

県内で活躍するＮＰＯ法人やボランティア団体を講師として、県内小

中学校等に派遣し、出前授業を実施することにより、各団体の活動の更

なる拡大を目指すとともに、広く県民に社会貢献活動への理解と協力を

求めることを目的に実施した。

H29.5.28～H30.2.28

（23 回）

県内小中学校

及び高等学校

２３校

8人 講師 14 団体

児童生徒

1232 人

交流・

連携に

関する

事業

■第１３回とくしまＮＰＯ・ボランティアフェア

ＮＰＯ等の活動紹介や物品販売を通じて、団体の活動内容を、多くの

県民に具体的に知ってもらい、参加へのきっかけづくりにすることを目

的として開催した。

H29.11.5 新町川水際公園 12 人 参加団体

23 団体

参加者

約 3,000 人

0

■ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員による「プラザ・サロン」

ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員が互いの情報を共有し、子どもた

ちを取り巻く状況について語り合うことで、発達障がいに対し、連携し

た取り組みを推進することを目的として開催した。

H29.10.21 徳島県教育会館 3 人 参加団体

7団体

教職員 39 名

■生活学校

(財)あしたの日本を創る協会の徳島県における窓口として、生活学校

運動を推進するとともに、育成を図った。

26 回 県内 25 会場 8人 参加者 294 人

■ＮＰＯ等ネットワーク事業

NPO 同士の交流による、新たな協働の創造を推進した。マルチステーク

ホルダーネットワークの構築、研修会等の開催を支援した。

H29.7.7、H29.7.11

（2 回）

県内 2 会場 8人 10ネットワーク

計 109 団体



定款の

事業名 事業内容 実施日等 実施場所
従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

その他

の活動

支援に

関する

事業

■運営委員会・ゆめバンク審査会の開催

事業の円滑な実施を図るとともに、今後の支援活動の方針を検討する

ために、運営委員会を開催した。

第１回運営委員会

H29.6.15

第２回運営委員会

H30.3.23

ゆめﾊﾞﾝｸ審査会

H29.6.15

沖洲マリンタ

ーミナル

8人 参加 9 団体

学識経験者 4

名

企業等 3 団体

0

■他団体等との連携

他の地域づくり活動組織等との連携を図った。

・「小さな親切」運動

H29.6.14

・県災害ボランティア

連絡会総会 H29.7.19

・ハートフルゆめ基金

運営委員会

H29.9.22 H30.3.19

・クレメント徳島

・県立防災センター

・勤労者福祉ネ

ットワーク

8人 会議数 20 回

参加者 735 人

(2)その他の事業

ありません。



平成２９２９年度年度 貸借貸借対照表

平成 330 年 3 月月 31 日現在

定非営認定特定非営利活動法人 くとくしま県民活動ププラザ
((((単位単位単位単位：：円円))

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部

１ 流動資産 １ 流動負債

現金預金        3,803,551 未払金 1,794,150 

未収金            50,000 預り金 85,744 

仮払金 0 流動負債合計 1,879,894 

流動資産合計       3,853,551 

２ 固定負債

２ 固定資産 長期借入金 0 

（１）有形固定資産 固定負債合計 0 

什器備品 0 負債合計 1,879,894 

（２）特定資産

ゆめバンク寄付金        1,275,685 Ⅲ 正味財産の部

固定資産計       1,275,685 前期繰越正味財産 3,124,170 

当期正味財産増減額 125,172 

正味財産合計 3,249,342 

資産合計       5,129,236 負債及び正味財産合計 5,129,236 

※「その他事業」はありません



法人名：： 活動認定特定非営利活動法人 ととくしま県民活動プラザプラザ

活動計活動計活動計算書活動計算書
平成平成 229 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 経常収益

1. 受取寄付金
ゆめバンク寄付金 557,158
その他寄付金 30,000 587,158

2. 受取助成金
ＪＴ ＮＰＯ助成 助成金 1,412,000 1,412,000

3. 事業収益
自主事業収益 915,308
徳島県委託事業収益 23,614,000 24,529,308

4. その他収益
雑収入 11 11

経常収益計 26,528,477
Ⅱ 経常費用

1. 事業費
（1）人件費

給料手当 9,432,350
法定福利費 2,988,348
人件費計 12,420,698

（2）その他経費
報償費 766,704
旅費 71,655
需用費 2,601,810
役務費 2,319,374
使用料及び賃借料 601,064
負担金・補助金 621,000
公課費 0
その他経費計 6,981,607

事業費計 19,402,305
2. 管理費

（1）人件費
給料手当 2,987,144
法定福利費 1,891,039
人件費計 4,878,183

（2）その他経費
報償費 0
旅費 0
需用費 406,365
役務費 168,336
使用料及び賃借料 109,316
備品購入費 83,700
減価償却費 0
負担金・補助 33,300
公課費 1,321,800
その他経費計 2,122,817

管理費計 7,001,000
経常費用計 26,403,305

  当期正味財産増減額 125,172
前期繰越正味財産額 3,124,170

  次期繰越正味財産額 3,249,342

※「その他事業」はありません



務財務諸表の注注記

１ 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日 2017年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

（1） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」

に記載しています。

（2） ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

（3） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。



２ 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目 活動・交流 広報・啓発 相談・支援
人材育成・研

修
人材育成
(JT事業）

その他事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ 経常収益

1. 受取会費 0

2. 受取寄付金 557,158 30,000 587,158 587,158

3. 受取助成金等 1,412,000 1,412,000 1,412,000

4. 事業収益 14,521,000 289,676 1,474,000 745,000 373,460 17,403,136 7,126,172 24,529,308

5. その他収益 11 11 11

経常収益計 14,521,000 289,676 2,031,169 745,000 1,815,460 0 19,402,305 7,126,172 26,528,477

Ⅱ 経常費用

（1） 人件費

給料手当 8,758,250 674,100 9,432,350 2,987,144 12,419,494

法定福利費 2,988,348 2,988,348 1,891,039 4,879,387

人件費計 11,746,598 0 0 0 674,100 0 12,420,698 4,878,183 17,298,881

（2） その他経費

報償費 120,000 401,704 245,000 766,704 766,704

旅費 42,197 29,458 71,655 71,655

需用費 1,677,740 474,516 449,554 2,601,810 406,365 3,008,175

役務費 1,007,686 283,181 758,508 3,493 266,506 2,319,374 168,336 2,487,710
使用料及び賃借料 88,976 6,495 14,948 310,345 180,300 601,064 109,316 710,380

備品購入費 83,700 83,700

負担金・補助 621,000 621,000 33,300 654,300

公課費 1,321,800 1,321,800

その他経費計 2,774,402 289,676 2,031,169 745,000 1,141,360 0 6,981,607 2,122,817 9,104,424

経常費用計 14,521,000 289,676 2,031,169 745,000 1,815,460 0 19,402,305 7,001,000 26,403,305

当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 125,172 125,172



３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

とくしま県民活動プラザ施設使用料                               15,889,440 県支払額から算定しています

とくしま県民活動プラザ駐車場使用料                                   89,320 県支払額から算定しています

４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

事務局職員（派遣常勤職員３名）                               20,549,663 派遣元の給料から算定しています。

５ 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

ゆめバンクとくしま 1,339,516 557,169 621,000 1,275,685 県内ＮＰＯへ助成しています

合 計 1,339,516 557,169 621,000 1,275,685



※参考（県予算の振り分け表）

プラザ管理費 活動交流 相談支援 人材育成 その他事業 事業部門 管理部門 計

給料 5,141,000 5,141,000 5,141,000

職員手当 4,464,000 4,464,000 2,705,000 7,169,000

社保 968,000 968,000 968,000

共済費 3,003,000 3,003,000 1,039,000 4,042,000

旅費 0 20,000 20,000

需用費 0 934,000 934,000

役務費 0 700,000 700,000

賃借料 0 350,000 350,000

負担金 0 10,000 10,000

公課費 0 1,116,000 1,116,000

プラザ事業費 0 0

報酬 40,000 565,000 605,000 605,000

旅費 420,000 420,000 420,000

需用費 583,000 470,000 1,053,000 1,053,000

役務費 17,000 530,000 547,000 547,000

賃借料 345,000 14,000 180,000 539,000 539,000

計 14,521,000 1,474,000 745,000 0 16,740,000 6,874,000 23,614,000



平成平成２９２９年度年度 財産目録財産目録

平成平成 333030 年年 33 月月 3131 日現在日現在

定特 人認定特定非営利活動法人 と まとくしま 活動県民活動ププラザ
((単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 資産の部

1. 流動資産
現金預金

現金 4,210
阿波銀行_管理決済 3,668,162
阿波銀行_事業決済（助成金事業） 131,179
立替金 0
未収金（広告料収入等） 50,000
仮払金 0

流動資産合計 3,853,551
2. 固定資産

（1）有形固定資産
什器備品 0

（2）ゆめバンク寄付金
阿波銀行_寄附 1,212,650
徳島銀行_寄附 8,000
ゆうちょ銀行_寄附 55,035

固定資産合計 1,275,685
資産合計 5,129,236

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

未払金（公共料金、給与等） 1,794,150
預り金（所得税、社会保険料等） 85,744

流動負債合計 1,879,894
2. 固定負債

長期借入金 0
固定負債合計 0

負債合計 1,879,894

正味財産 3,249,342

※「その他事業」はありません





平成３０年度事業報告書

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

認定特定非営利活動法人 とくしま県民活動プラザ

１ 事業の成果

次の事項を重点的に取り組んだ。

(1)利用者の立場に立ったとくしま県民活動プラザの運営及び管理

(2)ＮＰＯの自立と成長を目指した積極的な支援

(3)運営委員会を中核とした事業運営体制の整備

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

定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

活動・

交流の

拠点と

なる場

の提供

に関す

る事業

・交流スペース及び相談スペースの管理

・キッズスペースの管理

・交流スペースに設置するコピー機の管理

・団体登録

・貸ロッカー、貸メールボックスの管理

・貸会議室、貸研修室の管理

・貸出機材、作業室整備機器の管理

常時 事務所 11 人 団体登録

545 団体

来館者

39,861 人

12,015

情報収

集・提

供に関

する事

業

・閲覧コーナーの貸出図書及びＤＶＤ等の管理

・掲示スペース、資料配布スペース及び資料の管理

・団体情報、支援情報、活動事例の収集、提供

・新聞記事データベースとフリースポットサービスの提供

・メールを利用した情報提供とフェイスブックとツイッターの運用

常時 事務所 11 人 来館者

39,861 人

0

広報・

啓発に

関する

事業

■ホームページ

運営・管理

プラザホームページの全面改修を行い、ＮＰＯ等の

各種活動の広報や啓発、普及を図った。

常時 事務所 11 人 年間ｱｸｾｽ数

76,765 件

202

■ＮＰＯボラン

ティアポスタ

ー展示会

多くの県民に県内で活躍している社会貢献活動団体

及び活動内容を知ってもらう機会として、ポスター展

示会を実施した。

H30.7.18～H31.2.20 県内 8 ヶ所

(県庁県民ﾎｰﾙ

等)

8 人 出展：29 団体

■広報誌「ひと・

リプル」

ＮＰＯ等の団体の状況や活動内容を広く県民に知っ

てもらうために、とくしま県民活動プラザ広報誌「ひ

と」徳島県社会福祉協議会「リプル」の両面表紙の内

容を充実した広報誌を発行した。

発行回数：年 4回 11 人 発行部数

24,000 部



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

相談・

支援に

関する

事業

相談

事業

■一般相談

来館、電話、ＦＡＸ、メール等により、ＮＰＯや社会貢献活動

に関しての相談に応じた。

常時 事務所 11 人 相談件数

666 件

714

支援

事業

■サポートオフィス開催

市町村との連携の下、地域住民が気軽に参加できる交流・学び

の場を設け、ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供

等を行い、地域住民が社会貢献活動に積極的に参加し、協力し合

える環境整備の推進を図った。

南部サポートオフィ

ス （2回）

西部サポートオフィ

ス （4回）

阿南市

那賀町

美馬市

三好市

池田町

東みよし町

11 人 参加者

延べ 2,050 人

参加者

延べ 720 人

■移動オフィスの設置

市町村との連携の下、地域住民が気軽に参加できる場において、

ＮＰＯ・ボランティアに関する相談支援や情報提供等を行うため

に「移動オフィス」を設置した。

移動オフィス（8 回） 徳島市(2 回)

石井町(2 回)

鳴門市、土成町

北島町、吉野川市

11 人 参加者

延べ14,115人

■ＮＰＯ出前講座実施

プラザ職員が無料で、要望のあった団体において、要望に沿っ

たテーマに関する研修会等の講師を務めた。

16 回 県内各地 11 人 受講者 731 人

■「ゆめバンクとくしま」による人・もののマッチング事業

プラザに設置している「ゆめバンクとくしま」を活用しＮＰＯ

等の団体のニーズに応じた人材及び物品の仲介等の業務を実施。

常時 事務所 11 人 利用件数

525 件

■「ゆめバンクとくしま」寄付による助成事業

支援を必要とするＮＰＯ等に対して、県民や企業・団体等から

の寄付金を原資とし、県内のＮＰＯ活動を資金面から支援を行う

ことで、ＮＰＯ等の活動基盤の強化と自立・発展を図ることを目

的として実施した。

H30.7.15 事務所 11 人 助成団体 11団体

金額 553,000円

(内、団体指定寄

付を除いた分,10

団体 550,000 円）

■寄付文化の醸成、寄付募集のための支援事業

平成 26 年 7 月 20 日に県の認定を取得し、寄付金に対する税額

控除が可能となっている。

常時 事務所 11 人 寄付者 102 人

寄付金額

330,008 円

■つなぎ融資への利子補給事業

行政機関からの委託事業を実施するにあたり、つなぎ融資を受

けた場合にその利息相当額の支援を行う事業を用意した。

常時 事務所 8人 1団体

14,000 円

■アドバイザー派遣事業

県内ＮＰＯ等団体が社会貢献活動を推進するために行う各種事

業に、アドバイザーを派遣し、助言等を行うことにより当該活動

を支援した。

H30.6.17～H31.3.10

（12 回）

県内各地 8人 依頼団体

12 団体

参加者

延べ 315 人



定款の

事業名
事業内容 実施日等 実施場所

従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

人材育

成・研

修に関

する事

業

■ＮＰＯおためし体験

ＮＰＯ・ボランティア活動に興味があり、社会貢献活動をしてみたい

という希望のある方を対象に、本格的な参加ではなく、おためし体験と

して県内ＮＰＯ等で短期間の活動を体験することを目的に実施した。

H30.4.14～H31.3.21

（74 回）

県内各地 11 人 延べ 520 人 1,441

■各種講座等の実施（プラザ主催講座等）

ＮＰＯ等の人材育成や組織強化を図り、団体の自立と成長を促進する

ため講座を開催した。

H30.5.11～H31.2.10

（9 回）

県内各地 8人 参加者

延べ 159 人

■小中高校生のＮＰＯ・ボランティア活動体験事業（ぷらざタウン）

県内のＮＰＯ・ボランティア団体の活動を、子どもたちがそれぞれの

専門家から教わりながら体験することを通して、社会貢献活動の活動内

容や重要性を知ることを目的として開催した。

H30.7.21～H31.2.24

（4 回）

阿波海南文化村

東みよし町立体育館

川島町交流センター

沖洲ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙ

11 人 参加団体

延べ 47 団体

参加小中高生

延べ 252 人

■ＮＰＯおためし体験アドバンス

県内のＮＰＯ団体等が行うボランティア活動を実際に体験すること

で、社会貢献活動への恒常的な参加を促進すること、また、ＮＰＯ法人

やボランティア団体の活動基盤の強化や後継者育成を図ることを目的に

実施した。

H30.6.20～H30.9.24

（7 回）

県内各地 11 人 参加者

延べ 10 人

■中間支援組織のスタッフの育成事業

専門組織が実施する研修講座の受講やフォーラム等に積極的に参加

し、中間支援組織職員のスキルアップを図った。

H30.4.28～H31.3.2

（13 回）

県内、高知県、

京都府、東京都

11 人 参加者

延べ 21 人

■ＮＰＯ小中学校等出前授業

県内で活躍するＮＰＯ法人やボランティア団体を講師として、県内小

中学校等に派遣し、出前授業を実施することにより、各団体の活動の更

なる拡大を目指すとともに、広く県民に社会貢献活動への理解と協力を

求めることを目的に実施した。

H30.5.25～H31.3.13

（30 回）

県内小中学校

及び高等学校

30 校

8人 講師 13 団体

児童生徒

1,962 人

交流・

連携に

関する

事業

■とくしまＮＰＯ・ボランティア交流集会

青少年・子どもたちのボランティア、市民活動を推進するＮＰＯ法人

やボランティアグループ等が集まり、参加者との相互交流や活動紹介を

通して、ボランティア・市民活動の新たな可能性や課題、今後のあり方

を探究することを目的に開催した。

H30.11.25 とくぎんトモニ

プラザ

11 人 参加者

50 人

0

■ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員による「プラザ・サロン」

ＮＰＯ・ボランティア団体と教職員が互いの情報を共有し、子どもた

ちを取り巻く状況について語り合うことで、発達障がいに対し、連携し

た取り組みを推進することを目的として開催した。

H30.10.20 徳島県教育会館 8 人 参加団体

7団体(15 名)

教職員 37 名



定款の

事業名 事業内容 実施日等 実施場所
従事者

の人数

受益対象者の

範囲及び人数

支出額

(千円)

交流・

連携に

関する

事業

■生活学校

(財)あしたの日本を創る協会の徳島県における窓口として、生活学校

運動を推進するとともに、育成を図った。

5回 とくしま県民

活動プラザ

8人 参加者 140 人

■ＮＰＯ等ネットワーク事業

ＮＰＯ同士の交流による、新たな協働の創造を推進した。マルチステ

ークホルダーネットワークの構築、研修会等の開催を支援した。

H31.2.3 アスティとく

しま

8人 10ネットワーク

計 107 団体

■ＮＰＯリーダー研修会

社会貢献活動の担い手となるリーダー、創造的な発想と実行力のある

活動のリーダーを育成するため開催した。

H30.10.23

H30.11.20

とくしま県民

活動プラザ

11 人 参加者 37 人

■輝け！徳島「わくわくトーク」『ボランティア活動推進のために』

ＮＰＯおためし体験に受け入れ団体として協力いただいている団体

や、制度を活用して実際に「社会貢献活動を体験した方」からお話を聞

き、ボランティア活動の推進のための施策のヒントにすると共に、社会

貢献活動を支援するプラザの取組に活かすために開催した。

H30.11.25 とくしま県民

活動プラザ

11 人 参加者 9人

その他

の活動

支援に

関する

事業

■運営委員会・ゆめバンク審査会の開催

事業の円滑な実施を図るとともに、今後の支援活動の方針を検討する

ために、運営委員会を開催した。

第１回運営委員会

H30.6.14

第２回運営委員会

H31.3.12

ゆめﾊﾞﾝｸ審査会

H30.6.14

助成金授与式

H30.7.15

とくしま県民

活動プラザ

8人 参加 10 団体 0

■他団体等との連携

他の地域づくり活動組織等との連携を図った。

・「小さな親切」運動

H30.6.15

・県災害ボランティア

連絡会総会 H30.7.18

・ハートフルゆめ基金

運営委員会

H30.9.20

クレメント徳島

県立防災センター

勤労者福祉ネット

ワーク

8 人 会議数 30 回

参加者 2,098 人

(2)その他の事業 ありません。



平成３０３０年度年度 貸借貸借対照表

平平成31 年 3 月月 31 日現在

定非営認定特定非営利活動法人 くとくしま県民活動ププラザ
((((単位単位単位単位：：円円))

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部

１ 流動資産 １ 流動負債

現金預金        3,763,703 未払金 1,404,497 

未収金            50,000 預り金 84,200 

仮払金 0 流動負債合計 1,488,697 

流動資産合計       3,813,703 

２ 固定負債

２ 固定資産 長期借入金 0 

（１）有形固定資産 固定負債合計 0 

什器備品 0 負債合計 1,488,697 

（２）特定資産

ゆめバンク寄付金        1,035,693 Ⅲ 正味財産の部

固定資産計       1,035,693 前期繰越正味財産 3,249,342 

当期正味財産増減額 111,357 

正味財産合計 3,360,699 

資産合計       4,849,396 負債及び正味財産合計 4,849,396 

※「その他事業」はありません



法人名：： 活動認定特定非営利活動法人 ととくしま県民活動プラザプラザ

活動計活動計活動計算書活動計算書
平成30 年 4 月 1 日 ～ 平成平成31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 経常収益

1. 受取寄付金
ゆめバンク寄付金 330,000
その他寄付金 30,000 360,000

2. 受取助成金
キリン福祉財団 助成金 300,000 300,000

3. 事業収益
自主事業収益 1,171,686
徳島県委託事業収益 23,614,000 24,785,686

4. その他収益
雑収入 8 8

経常収益計 25,445,694
Ⅱ 経常費用

1. 事業費
（1）人件費（局長以外の人）

給料手当 8,299,179
法定福利費 3,208,793
人件費計 11,507,972

（2）その他経費
報償費 955,050
旅費 160,371
需用費 626,502
役務費 316,302
使用料及び賃借料 237,585
負担金・補助金 570,000
公課費 0
その他経費計 2,865,810

事業費計 14,373,782
2. 管理費

（1）人件費（局長）
給料手当 3,078,968
法定福利費 1,598,365
人件費計 4,677,333

（2）その他経費
報償費 275,039
旅費 64,130
需用費 2,724,020
役務費 1,610,014
使用料及び賃借料 441,419
備品購入費 0
減価償却費 0
負担金・補助 34,300
公課費 1,134,300
その他経費計 6,283,222

管理費計 10,960,555
経常費用計 25,334,337

  当期正味財産増減額 111,357
前期繰越正味財産額 3,249,342

  次期繰越正味財産額 3,360,699

※「その他事業」はありません



務財務諸表の注注記

１ 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

（1） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」

に記載しています。

（2） ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

（3） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。



２ 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目 活動・交流 広報・啓発 相談・支援
人材育成・研

修
人材育成

(助成金事業）
事業部門計 管理部門 合計

１ 経常収益

（1） 受取会費 0

（2） 受取寄付金 330,000 30,000 360,000 360,000

（3） 受取助成金等 300,000 300,000 300,000

（4） 事業収益 12,015,511 202,340 384,049 1,111,874 13,713,774 11,071,912 24,785,686

1. 委託事業 11,435,301 291,713 815,074 12,542,088 11,071,912 23,614,000

2. その他事業 580,210 202,340 92,336 296,800 1,171,686 1,171,686

（5） その他収益 8 8 8

経常収益計 12,015,511 202,340 714,057 1,141,874 300,000 14,373,782 11,071,912 25,445,694

２ 経常費用

（1） 人件費

給料手当 8,299,179 8,299,179 3,078,968 11,378,147

法定福利費 3,208,793 3,208,793 1,598,365 4,807,158

人件費計 11,507,972 0 0 0 0 11,507,972 4,677,333 16,185,305

（2） その他経費

報償費 129,500 825,550 955,050 275,039 1,230,089

旅費 10,561 149,810 160,371 64,130 224,501

需用費 370,030 109,646 146,826 626,502 2,724,020 3,350,522

役務費 46,179 202,340 3,996 45,178 18,609 316,302 1,610,014 1,926,316
使用料及び賃借料 91,330 11,690 134,565 237,585 441,419 679,004

備品購入費 0

負担金・補助 570,000 570,000 34,300 604,300

公課費 1,134,300 1,134,300

その他経費計 507,539 202,340 714,057 1,141,874 300,000 2,865,810 6,283,222 9,149,032

経常費用計 12,015,511 202,340 714,057 1,141,874 300,000 14,373,782 10,960,555 25,334,337

当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 111,357 111,357



３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

とくしま県民活動プラザ施設使用料                               15,889,440 県支払額から算定しています

とくしま県民活動プラザ駐車場使用料                                   89,320 県支払額から算定しています

４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 金 額 算 定 根 拠

事務局職員（派遣常勤職員３名）                               21,240,970 派遣元の給料から算定しています。

５ 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

ゆめバンクとくしま 1,275,685 330,008 570,000 1,035,693 県内ＮＰＯへ助成しています

合 計 1,275,685 330,008 570,000 1,035,693



平成平成３０３０年度年度 財産目録財産目録

平成平成 113131 年年 33 月月 3131 日現在日現在

定特 人認定特定非営利活動法人 と まとくしま 活動県民活動ププラザ
((単位：円)

科 目 金 額
Ⅰ 資産の部

1. 流動資産
現金預金

現金 71,210
阿波銀行_管理決済 3,692,493
阿波銀行_事業決済（助成金事業） 0
立替金 0
未収金（広告料収入等） 50,000
仮払金 0

流動資産合計 3,813,703
2. 固定資産

（1）有形固定資産
什器備品 0

（2）ゆめバンク寄付金
阿波銀行_寄附 967,658
徳島銀行_寄附 8,000
ゆうちょ銀行_寄附 60,035

固定資産合計 1,035,693
資産合計 4,849,396

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

未払金（公共料金、給与等） 1,404,497
預り金（所得税、社会保険料等） 84,200

流動負債合計 1,488,697
2. 固定負債

長期借入金 0
固定負債合計 0

負債合計 1,488,697

正味財産 3,360,699

※「その他事業」はありません






