
特定非営利活動法人　子育てネットワーク志賀うりぼう

１．事業の成果

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 実施日時 実施場所

１７人 5,790

７人

地域支援事業 ７人 20

里山保育事業 ４人 736

375

広報事業 ７人 136

平成３1年度事業報告書

平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで

　平成２０年度から運営している「つどいの広場にじっこ」の事業は１２年目に入り、平成２７年４月から５年間の指
定管理者としての契約期間の５年目を終えたため、令和２年度からの再委託について、指定管理者として応募
し、令和２年度より5年間の指定管理を受託した。平成２６年度から大津市の委託事業となったＢＰプログラム（初
めての子どもを育てている母親対象の親支援プログラム）は順調に参加者も増え、今年度も年６クールを健康推
進課で実施予定だったが、２０２０年２月より新型コロナウィルス感染症の影響で、６クール目は中止になった。「
にじっこ」も、３月３日より休館となり、在宅ワークも取り入れながらの対応になった。平成２１年度に始めた里山保
育事業は平成２９年度から、３歳のお誕生日を過ぎた子どもからの受け入れに変更しており、今年度は１２人の
参加があったが、こちらも新型コロナの影響で、実施回数が減ってしまった。今年度より新規事業として一時預
かり保育事業「なないろBASE]を始めた。コープしがさんの「できるコト制度」助成を受け、預かり保育をすすめる
上でのベースはできた。しかし、事業が軌道に乗り始めた時にやはり新型コロナウィルス感染症の影響で、事業
を休止せざるを得ない状況になり、３月末現在、再開待ちの状態である。

従事者
　　人数

受益対象者の　　
　範囲及び人数

支出額　　
　（千円）

①子育て親子の
交流・集いの場
の提供事業

子育て支援拠
点事業（つどい
の広場にじっこ）
　　　　　　　

・「にじっこ」は、毎週月～金曜
、第１・３日曜に開設　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　・にじっ
こ通信を毎月発行し、地域に周
知　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・毎月１回（８月を除く）木戸公
民館と共催でおたのしみ会（ふ
わふわファミリーのつどい）の開
催　　　　　　　　　　　　　　　　　・
７月２９日～８月４日に夏祭りウ
ィークを開催　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

・つどいの広場
　「にじっこ」　　
　　　　　　・木戸
公民館

大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　・平成３１年度
のひろば　　　　　
　　　　　利用者
9,966人　　　　　　
　　　　　　・ふわふ
わファミリーのつど
い　　　　　　　参
加者474人　　　　
　　　　・にじっこ通
信　　　毎月900部
発行　　②乳幼児を対象

にした一時保育
事業

子育て支援拠
点事業

随時　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（にじ
っこの講座やイベント時の一時
預かり）　　　　　　　

つどいの広場　
　「にじっこ」

大津市在住の就
学前の子ども　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　

①の事業
費に含む

随時　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（地域
団体やうりぼう事業の講座やイ
ベント時の一時預かり）　　　　　
　　

木戸公民館、    
    和邇文化セ
ンター   小松小
学校等

大津市在住の就
学前の子ども　　　
　　　　　　　

里山保育「きらきら」　　　　　　　
　　　　　　５月より毎週金曜日　
　   　　　      10:00～14:00　

木戸市民センタ
ー周辺

大津市内在住の
３歳児12人

ママのリフレッシ
ュ応援事業

一時預かり保育「なないろ
BASE」６月より月～金曜日9:30
～16:00に随時

つどいの広場　
　「にじっこ」

7人 大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族　　　　　　
　　　　　　利用31
組　　　　　　　　　
　③通信等による

子育て関連の情
報提供事業

・うりぼう通信は年３回発行　　　
　　　　　      　　　　　・ＨＰは毎
月更新　　　　　　　　　・ブログは
随時更新　　　　　　　　　・会員
向けメールは月１回配信

つどいの広場「
にじっこ」

大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族　　　　



３人

地域支援事業 １０人 178

５人

４人 405

１７人

地域支援事業 ２人

２３人

④子育て関連の
語り合い・相談
事業

子育て支援拠
点事業（つどい
の広場にじっこ）
　　　　　　　

・ぴよっこ（０歳児の保護者対象
）は毎月第１、第２、第４週水曜
日に実施　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・こけこっこ（1-2歳児の保護
者対象）は毎月第3回水曜日に
実施　　　　　　　　　　　　　　     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

つどいの広場　
　「にじっこ」　　
　　　　および木
戸公民館

大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族　　　　　　
　　　　　　　　　　　
参加数252組　　　
　　　　　

①の事業
費に含む

・ＮＰプログラム８回×１クール
実施

つどいの広場　
　「にじっこ」　　
　　　　および木
戸公民館

大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族　　　　　　
　　　　　　　　　　　
のべ参加数75組

・BP2プログラム5回×1クール
実施

つどいの広場　
　「にじっこ」　　
　　　　および木
戸公民館

大津市在住の第2
子以降児が2～5
か月児とその母親
　　　　　　　　　　　
　のべ参加数36
組

②の事業
費に含む

・ＢＰプログラム４回×６クール
実施

・浜大津明日都
で６クール実施

大津市在住の2～
5か月児とその母
親　　　　　　　　　
　　　参加者２４０
人

⑤子育て・子育
て支援に関する
各種講座開催
事業

子育て支援拠
点事業（つどい
の広場にじっこ）
　　　　　　　

・リフレッシュ講座（年２７回）　　
　　・子育て講座（年６９回）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　・食育講座
は毎月１回実施　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　・講座案内を毎月発行

つどいの広場　
　「にじっこ」

大津市在住の就
学前の子どもとそ
の家族

①の事業
費に含む

⑥子育てサーク
ル等の自主サー
クル応援事業

・サークル代表者交流会（リラッ
クママ）を年３回実施　　　　　　
　　　　　・サークル交流会（焼き
いも大会）を年1回実施　　　　　
　　　　　　　　　・サークル交流
バザーの実施　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
活動場所の提供　　　　　　　　　
　　・おもちゃの貸し出し　　　　
　　　　　　　　・保育サービス　

つどいの広場　
　　　「にじっこ」
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
および木戸公民
館

大津市北部の就
学前の子どもとそ
の家族

①の事業
費に含む

⑦子育て支援を
担うボランティア
等の人材育成事
業

子育て支援拠
点事業（つどい
の広場にじっこ）
　　　　　　　

・奇数月の第３月曜日にスタッ
フ研修を全5回実施　　　　　　　
　　　・保育サポーター研修を年
4回実施　　　　　　　　　　　　　

つどいの広場　
　「にじっこ」

にじっこスタッフ、
ひろばサポーター
（全１８人）　　　　　
　　　保育サポー
ター　　　　　　（全
３人）　　　　　　　　
　

①の事業
費に含む



[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      物品販売収入 6,710 
      バザー収入 34,705 
      にじっこ講座参加費収入 20,920 
      食育講座参加費収入 25,050 
      NP参加費収入 11,000 
      託児費収入 80,900 
      里山保育収入 929,672 
      助成金収入 448,682 
      委託金収入 6,051,430 
      正会員会費収入 80,000 
      賛助会員会費収入 12,000 
      団体会員会費収入 1,500 
      サポート会員会費収入 82,500 
      広報広告収入 39,000 
      寄付金収入 41,447 
      イベント事業収入 21,950 
      事前登録料収入 8,000 
      BP2参加費収入 8,000 
      受取利息収入 15 
      雑収入 12,030 
        経常収入  計 7,915,511 
    【事業費】
      にじっこ給料 4,546,351 
      にじっこ給料（手当） 523,500 
      保育サポート給料 203,100 
      一時保育給料 130,000 
      里山保育給料 587,400 
      法定福利費（事業） 207,572 
      報償費（事業） 461,000 
      仕  入  高 2,071 
      食育材料費 25,050 
      印刷経費（事業） 72,456 
      会議・研修費（事業） 15,540 
      消耗品費（事業） 348,441 
      通信費（事業） 231,157 
      保険料（事業） 12,500 
      旅費交通費（事業） 43,390 
      新聞図書費（事業） 38,720 
      業務委託費（事業） 49,050 
      広報製作費 56,809 
      イベント経費 30,414 
      諸　会　費（事業） 8,000 
      雑　　　費（事業） 47,600 
        当期事業費 計 7,640,121 
          合  計 7,640,121 
            事業費  計 7,640,121 
    【管理費】
      うりぼう給料  手当 19,500 
      通  信  費（管理） 18,026 
      旅費交通費（管理） 11,460 
      接待交際費（管理） 2,160 
      消耗品費（管理） 16,355 
      租税  公課 75,660 
      慶  弔  費（管理） 13,000 
      支払手数料 8,513 
        管理費  計 164,674 

特定非営利活動法人　子育てネットワーク志賀うりぼう
自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

《経常収支の部》



          経常収支差額 110,716 

            当期正味財産増加額 110,716 
            前期繰越正味財産額 1,070,897 
            当期正味財産合計 1,181,613 



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未  払  金 398,615 
   現      金 108,712   前  受  金 4,500 
   普通  預金 1,529,586   未払法人税等 72,200 
    現金・預金 計 1,638,298    流動負債  計 475,315 
  （売上債権） 負債の部合計 475,315 
   未  収  金 18,630 
    売上債権 計 18,630  【正味財産】
     流動資産合計 1,656,928   正味  財産 1,181,613 

  (うち当期正味財産増加額) 110,716 
   正味財産　計 1,181,613 

正味財産の部合計 1,181,613 
資産の部合計 1,656,928 負債・正味財産の部合計 1,656,928 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2020年 3月31日 現在
特定非営利活動法人　子育てネットワーク志賀うりぼう



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 108,712 
      普通  預金 1,529,586 
        にじっこ (0)
        うりぼう (1,529,586)
          現金・預金 計 1,638,298 
    （売上債権）
      未  収  金 18,630 
        売上債権 計 18,630 
          流動資産合計 1,656,928 
            資産の部  合計 1,656,928 

  【流動負債】
    未  払  金 398,615 
    前  受  金 4,500 
    未払法人税等 72,200 
      流動負債  計 475,315 
        負債の部  合計 475,315 

        正味財産 1,181,613 

特定非営利活動法人　子育てネットワーク志賀うりぼう
2020年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》
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