
平成 ２８ 年 度 事 業 報 告 書 
 
 

                法人の名称  ＮＰＯ法人 くるみ－来未 
 
 

１ 事業の成果 
    自閉症スペクトラム等の特性のある当事者と家族の地域生活を支えるべく、親子参

加型のイベントを計 9 回行い、子供同士、あるいは親同士や支援者も含めて、多くの
新しいつながりを作り、深めることができた。今後も定期的かつ継続的にイベントを
行うことで、仲間同士のつながりを育てていきたい。 
 地域に向けた啓発活動では、1 月に「みんなの学校」上映会を実施し、定員に近い
288 名の方にご参加いただくことができた。障害のある方や家族を取り巻く課題につい
て広く市民の方に理解が深まり支援の輪が広がっていくことに期待したい。 

 
 
２ 事業内容 
 (1)特定非営利活動に係る事業 

①地域における「おやこの会」の活動支援事業 
②自閉症スペクトラム児等を支援するための教材開発提供事業 
 上記の二事業については、検討を行ったものの、具体的なイベントの実施には至らず、 
 費用の発生はなかった。 
 
③自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル・就労・成年後見に関する情報提供事業 

・内容  親子向けイベント・すくらむ協働事業（自閉症スペクトラムっ子
とパパ・ママのためのライフスキルアップ講座）を通して、自閉
症スペクトラムのある児童生徒および保護者向けにライフスキル
に関する情報提供を行った。 

・日時/場所 第 1 回: 5/29 11:00～14:00（くるみワンデイカフェ/メサグランデ） 
   第 2 回: 6/26 11:00～14:00（３色そぼろ弁当づくり①/メサグランデ） 

   第 3 回: 7/3  11:00～14:00（３色そぼろ弁当づくり②/メサグランデ） 

   第 4 回: 7/10  11:00～14:00（３色そぼろ弁当づくり③/メサグランデ） 

   第 5 回: 9/19  14:00～17:00（ライフプランセミナー/すくらむ 21） 

   第 6 回: 10/10 14:00～17:00（おこづかいゲーム①/すくらむ 21） 

   第 7 回: 10/30 14:00～17:00（おこづかいゲーム②/すくらむ 21） 
   第 8 回: 11/13  8:00～21:00（おやこ遠足/静岡県沼津市へのバス旅行） 

   第 9 回: 3/27 14:00～17:00（おやこでﾋﾟﾀｺﾞﾗｽｲｯﾁづくり/中原市民館） 

・従事者人員 55 人（延べ人数） 
・受益対象者 自閉症スペクトラム当事者と親及び一般市民 159 人 
・費用額  327,837 円 

 
④ 自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業 

・内容  自閉症スペクトラム等の特性や支援の在り方について考えを深め
ることを目的に、映画「みんなの学校」上映会を実施した。 

・日時   1/8 14:00～16:00 
・場所   すくらむ 21 ホール 
・従事者人員  13 人 
・受益対象者  一般市民 288 人 
・費用額  186,374 円 
 

 



[税込]（単位：円）

NPO法人くるみー来未
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 41,500 
    賛助会員受取会費 10,000 
    受取入会金 10,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 6,000 
  【受取助成金等】
    受取助成金 227,000 
  【事業収益】
 　   自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル・就労・成年後見に関する情報提供事業収益 121,540 
   　 自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業収益 5,500 
    その他事業収益 78,000 
  【その他収益】
    受取　利息 66 
        経常収益  計 499,606 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      福利厚生費(事業) 106,391 
        人件費計 106,391 
    （その他経費）
        売上　原価 62,800 
      業務委託費 18,360 
      諸　謝　金 49,000 
      印刷製本費(事業) 9,979 
      旅費交通費(事業) 61,869 
      通信運搬費(事業) 3,404 
      消耗品　費(事業) 70,672 
      賃  借  料(事業) 128,488 
      保　険　料(事業) 2,520 
      支払手数料(事業) 728 
        その他経費計 407,820 
          事業費  計 514,211 
  【管理費】
    （人件費）
      福利厚生費 15,000 
        人件費計 15,000 
    （その他経費）
      旅費交通費 5,500 
      通信運搬費 6,992 
      消耗品　費 3,825 
      賃　借　料 1,920 
      接待交際費 14,000 
      諸　会　費 5,000 
        その他経費計 37,237 
          管理費  計 52,237 
            経常費用  計 566,448 
              当期経常増減額 △ 66,842 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 66,842 
          当期正味財産増減額 △ 66,842 
          前期繰越正味財産額 757,656 
          次期繰越正味財産額 690,814 

自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書



[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）   流動負債  計 0 
   現　　　金 36,061 負債の部合計 0 
   普通　預金 654,753 
    現金・預金 計 690,814  【正味財産】
     流動資産合計 690,814   前期繰越正味財産額 757,656 

  当期正味財産増減額 △ 66,842 
   正味財産　計 690,814 

正味財産の部合計 690,814 
資産の部合計 690,814 負債・正味財産の部合計 690,814 

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29年 3月31日 現在

NPO法人くるみー来未



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 36,061 
      普通　預金 654,753 
        現金・預金 計 690,814 
          流動資産合計 690,814 
            資産の部  合計 690,814 

  【流動負債】
    流動負債  計 0 
      負債の部  合計 0 

        正味財産 690,814 

NPO法人くるみー来未
平成29年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》


