
平 成 ２ ７ 年 度 事 業 報 告 書 (案) 

 

 

                法人の名称  特定非営利活動法人 きづき 

 

１ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業内容 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 通所施設の設置・運営に関する事業 

・内   容  精神を患っている方々が心身の安定を図り、生きがいや社会参加の 

実現を目的とした通所施設の運営を行いました。 

        

      「カフェ部門」 …喫茶店の運営とお弁当のデリバリーを行いました。仕込み準備 

          や接客を通して、達成感やコミュニケーションの機会をつくり、 

          一人ひとりの自信に繋がりました。 

      「 Ｐ Ｃ 部 門 」 …カフェ部門の事務処理やメニューの作成、きづきのホームペー 

                ジの管理、住所入力やビデオの編集など、幅広く PC にふれな 

                がら個々にあった技術を磨くことができました。カフェ店関係

の事務処理やメニュー作成、フェイスブック、売上集計などジ

ョブアンドトレーニングでＰＣ作業を行い技術を修得しました。 

「エコボール部門」…高等学校硬式野球部のご理解ご協力を受け、硬式ボールの再生 

作業を行いました。繰り返すことで硬式ボールを縫い合わす技

術・スピードも向上しました。 

法人設立から 5 年が経ち、平成 27 年 10 月 24 日に 5 周年感謝音楽祭をハーモニーホール

座間で開催しました。日頃から支えてくれる団体・個人や、エコボール事業を通して交流のあ

る高等学校の演奏、きづきの利用者とスタッフが一緒にステージに立ち、歌にのせて地域への

感謝を伝えることができました。笑顔で希望と誇りを持てる場所としての活動が地域に根づい

てきたことを実感する機会となりました。  

平成 27 年 11 月には、認定特定非営利活動法人に認められました。更なる適切な組織運営

を進めていきます。そして近隣の方々や諸関係機関のご支援をいただきながら、企業との繋が

りも視野に入れ、地域に根づいたきづきから大きな幹が育つよう新たな取り組みをはじめまし

た。  

平成 28 年 1 月からは、従来の就労継続支援 B 型事業所 HOPE きづきに就労移行支援事業

所 WORK きづきを開設し、多機能型事業所として新たな一歩を踏みだしました。WORK きづき

では、一人ひとりに寄り添い丁寧な就労準備のサポートをはじめました。同時に計画相談支援

事業所 PLAN きづきを開設しました。座間市在住の障がいのある方を中心に、安心して必要な

福祉サービスが利用できることを心がけながらサービス利用計画を作成しています。  

地域啓発活動として、座間市障がい福祉課・健康づくり課と協働し「市民こころのバリアフ

リー（心の健康問題普及啓発）及びハートコミュニティ事業」を前期後期あわせて 8 回開催

しました。 精神科医や管理栄養士、家族会 SST など各専門の方々から、心身の健康について

の講演がありました。座間市内のみならず市外からも多数の方が参加されました。  

平成 28 年度も、事業所内の充実をはかり就労活動にもより一層力を注ぐととともに、これ

まで以上に地域への役割を果たしていきたいと考えております。 



   

 

・日   時  月・火・水・木・金曜日（午前 9時 30分から午後 4時） 

・場   所  神奈川県座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号 

・従事者人員  ８人 

・対 象 者  主に精神に疾患を持たれた方 ２０人 

・支出額    17,339,731円 

 

② 情報収集研修・提供及び広報・啓発事業 

・内   容  座間市相互提案型協働事業「市民こころのバリアフリー（心の健康問題普及

啓発）及びハートコミュニティ事業」を開催し、精神科医や管理栄養士、家

族会SSTなど各専門の方々から、心身の健康について講演して頂きました。 

また、今年で 3 年目となる座間市民自主企画講座を全 4 回行い、地域の

方々にも広く理解が得られるような活動を進めました。 

・日   時  適時 

・場   所  神奈川県座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号 

・従事者人員  ８人 

・対 象 者  利用者及び一般市民 ５０人 

・支出額    704,321円 



[税込]（単位：円）

認定特定非営利活動法人きづき
Ⅰ 【経常収益】 29,339,334
1 【受取会費】 141,000
    年会費 141,000 
2 【受取寄付金】 128,850
    受取寄付金 128,850 
3 【訓練費等給付金】 24,973,848
    訓練費等給付金 24,973,848 
4 【受取助成金等】 600,000
    受取助成金 100,000 
    市協働事業 500,000 
5 【事業収益】 3,109,149
 　 施設内売上 2,883,026 
    施設外売上 202,010 
    委託業務売上 24,113 
6 【情報収集研修提供及び広報】 199,120
    実習生収益 146,000 
    地域啓発収益 53,120 
7 【その他収益】 187,367
    ５周年祝金 56,000 
    受取　利息 1,967 
    雑　収　益 129,400 

Ⅱ 【経常費用】 23,104,124
1 【事業費】 18,044,052
①（人件費） 10,433,777
      給料　手当 8,070,126 
      通　勤　費 220,453 
      法定福利費 766,309 
      福利厚生費 247,265 
      工　　　賃 1,129,624 
②（その他経費） 6,905,954
      仕　　　入 1,529,245 
      事業委託費 1,440 
      施設外　費 1,168,595 
      旅費交通費 13,840 
      車　両　費 13,403 
      通信運搬費 123,041 
      消耗什器備品費 276,683 
      修　繕　費 103,556 
      水道光熱費 458,311 
      地代　家賃 2,690,000 
      賃  借  料 238,014 
      保　険　料 84,686 
      利用負担費 82,414 
      支払手数料 57,200 
　　　衛生管理費 34,113 
      雑　　　費 31,413 
③（地域啓発費） 704,321
      市協働事業 544,545 
      講　演　会 83,556 
      講座教材費 9,720 
      研　修　費 66,500 
2 【管理費】 5,060,072
①（人件費） 4,105,846
      給料　手当 3,754,020 
      通　勤　費 30,000 
      法定福利費 275,326 
      福利厚生費 46,500 
②（その他経費） 954,226
      会　議　費 26,710 
      旅費交通費 4,270 
      通信運搬費 63,641 
      消耗什器備品費 89,688 
      水道光熱費 114,578 
      地代　家賃 226,000 
      広告宣伝費 21,360 
      接待交際費 27,672 
      諸　会　費 16,880 
      租税　公課 10,900 
      支払手数料 170,350 
      支払寄附金 6,000 
      支払　利息 3,147 
      雑　　　費 34,451 
      5周年音楽祭 138,579 
              当期経常増減額 6,235,210

Ⅲ 【経常外収益】 0
Ⅳ 【経常外費用】 0

          当期正味財産増減額 6,235,210 
          前期繰越正味財産額 6,865,314 
          次期繰越正味財産額 13,100,524 

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

平成２７年度活動計算書（案）



[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）   買　掛　金 57,757 
   現　　　金 139,990   未　払　金 1,333,252 
   横浜銀行座間 13,152,882   未払  費用 167,185 
   ゆうちょ銀行 574,687   前　受　金 3,000 
   城南信金相武台 10,000   預　り　金 51,127 
    現金・預金 計 13,877,559    流動負債  計 1,612,321 
  （売上債権）  【固定負債】
   売　掛　金 4,800   長期借入金 5,000,000 
   未　収　金 4,598,377    固定負債  計 5,000,000 
    売上債権 計 4,603,177 負債の部合計 6,612,321 
  （棚卸資産）
   原　材　料 46,730  【正味財産】
   貯　蔵　品 62,811   前期繰越正味財産額 6,865,314 
   切　手　類 30,608   当期正味財産増減額 6,235,210 
    棚卸資産  計 140,149    正味財産　計 13,100,524 
  （その他流動資産） 正味財産の部合計 13,100,524 
   前払費用 51,960 
    その他流動資産  計 51,960 
     流動資産合計 18,672,845 
 【固定資産】
  （投資その他の資産）
   敷　　　金 1,040,000 
    投資その他の資産  計 1,040,000 
     固定資産合計 1,040,000 

資産の部合計 19,712,845 負債・正味財産の部合計 19,712,845 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
平成28年 3月31日 現在

認定特定非営利活動法人きづき



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 139,990 
      横浜銀行座間 13,152,882 
      ゆうちょ銀行 574,687 
      城南信金相武台 10,000 
        現金・預金 計 13,877,559 
    （売上債権）
      売　掛　金 4,800 
      未　収　金 4,598,377 
        売上債権 計 4,603,177 
    （棚卸資産）
      原　材　料 46,730 
      貯　蔵　品 62,811 
      切　手　類 30,608 
        棚卸資産  計 140,149 
    （その他流動資産）
      前払費用 51,960 
        その他流動資産  計 51,960 
          流動資産合計 18,672,845 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 1,040,000 
        投資その他の資産  計 1,040,000 
          固定資産合計 1,040,000 
            資産の部  合計 19,712,845 

  【流動負債】
    買　掛　金 57,757 
    未　払　金 1,333,252 
    未払  費用 167,185 
    前　受　金 3,000 
    預　り　金 51,127 
      流動負債  計 1,612,321 
  【固定負債】
    長期借入金 5,000,000 
      固定負債  計 5,000,000 
        負債の部  合計 6,612,321 

        正味財産 13,100,524 

【財産目録の注記】

正味財産のうち、下記を予定しております。
　
　・長期借入金返済　　5,000,000円
　・移転費用積立金　　3,000,000円
　・設備等整備積立金　1,000,000円
　・工賃変動積立金　　　100,000円

認定特定非営利活動法人きづき
平成28年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》


