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特定非営利活動法人 代官山ひまわり 

 

１ 事業の成果 

  ・2013 年より開始した Loco-working 事業（暮らすとはたらくを共にするはたらき）も登録メンバー 
   も増員し、約 180 名と共に持ち寄れる資源を活かし継続的なお仕事の依頼を受託出来た。 
  ・毎年開催している 新しい働き方を考えるワークショップを本年度は 2 回開催。 

渋谷区内で活動してる子育て中関係グループと共にイベントにも参加させていただき、多くの地域

の方へ団体の活動を発信することが出来た。 

 

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               （事業費の総費用【11,933】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

子育て中の方

を中心とした

事業 

6 月に子育てイベントを開

催 

 

 子育てしながら暮らすと

働くを考えるを基本テーマ

でワークショップを開催 

。区内で開催した子供向け

イベントに参加 

 

 
 

6 月. 
10 月 
11 月 

 
 

 
 
渋谷区 
渋谷 

 
 
 

10 人 

子育て中

の方 
 

自分の未

来のビジ

ョンが気

になる方 

200 人  19  

まちづくり支

援活動事業 
地域活性化事業のイベン

トのサポートを受託 

渋谷をつなげる 30 人へ

の参加 

 

通年 

 

 

渋谷区 

全域 

 

10 人 

 

渋谷区に

関心があ

る方 

460 人 698 

Loco-work 事

業 
愛着のある場所で暮らす

とはたらくを共にする活

動 Loco-working。職住近

接を目指し、行政や企業

からお仕事の委託を受け

て、子育て中のお母さん

が地域社会に参画する。 

 

 

通年 

 

 

 

渋谷区を

中心に全

国 

 

 

187 人 

 

子育てし

ながら働

きたいと

う方 

697 人 11,215 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【   0】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

なし  

  

  

 

平成 31 年度（令和元年度） 事 業 報 告 書 



書式第１３号（法第２８条関係）

  平成31年度（令和元年度）　活動計算書（その他事業がない場合）

（単位：円）

科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益

１　受取会費 16,000

正会員受取会費 16,000

賛助会員受取会費 0

２　受取寄附金 197,000

受取寄附金 0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入評価益 197,000

３　受取助成金等 70,000

受取助成金 70,000

４　事業収益 12,982,948

子育て中の方を中心とした活動事業収益 27,420

まちづくり支援活動事業収益 1,135,780

Loco-worker事業収益 11,819,748

５　その他の収益 50,712

受取利息 20

雑収入 50,692

経　常　収　益　計 13,316,660

【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費

（１）人件費 11,442,213

給料手当 357,381

謝礼金 25,000

外注費 11,059,832

（２）その他経費 490,795

旅費交通費 14,297

通信費 66,812

交際費 32,004

会議費 12,483

会場費 24,081

消耗品費 43,365

租税公課 4,000

広告宣伝費 44,209

支払手数料 52,544

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ評価費用 197,000

事業費計 11,933,008

２　管理費

（１）人件費 415,579

給料手当 373,619

謝礼金

外注費 41,960

（２）その他経費 314,146

旅費交通費 1,000

通信費 65,337

交際費 68,236

会議費 850

会場費 40,600

消耗品費 1,979

租税公課 4,350

広告宣伝費 11,089

対外報酬 120,705

管理費計 729,725

経　常　費　用　計 12,662,733

当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① 653,927

【Ｃ】　経　常　外　収　益

経　常　外　収　益　計 0

【Ｄ】　経　常　外　費　用

経　常　外　費　用　計 0

当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② 0

税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ 653,927

法人税、住民税及び事業税　・・・④ 0

前期繰越正味財産額　・・・⑤ 2,226,673

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 2,880,600

特定非営利活動法人 代官山ひまわり

事 業 報 告 用



書式第１５号（法第２８条関係）

  平成31年度（令和元年度）　貸借対照表

科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部

１　流動資産

4,824,353

現金預金 3,106,826

売掛金 1,717,527

流動資産合計　・・・① 4,824,353

２　固定資産

（１）有形固定資産 0

0

（２）無形固定資産 0

0

（３）投資その他の資産 0

0

固定資産合計　・・・② 0

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 4,824,353

【Ｂ－１】　負　債　の　部

１　事業費流動負債

1,943,753

未払金 15,442

未払費用 1,891,400

預り金 36,911

流動負債合計　・・・③ 1,943,753

２　固定負債

0

0

固定負債合計　・・・④ 0

負　債　合　計　③＋④ 1,943,753

【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 2,226,673

当期正味財産増減額 653,927

正　味　財　産　合　計 2,880,600

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 4,824,353

特定非営利活動法人　代官山ひまわり

事 業 報 告 用
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