
令和２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本人と家族の地域生活を支えるべく、以下の事業活動

を行った。 

「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」

では、任意団体「えむえむの会」からの依頼により、11 月に保護者を対象にした「発達障害

に関わるあなたが笑顔になる講座」の第 4回目に講師参加した。体験談等の情報提供により、

今後のピアサポートやエンパワーメントにつなげる取り組みとなった。 

「自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業」では、川崎市社会福祉協議会（川崎市福

祉人材バンク）からの依頼により、9 月と 10 月に各一回、「はじめての発達障害～周りにこ

んな子がいたら、あなたはどうしますか？」に講師参加した。また、横浜移動サービス協議

会からの依頼により、11 月に「ガイドヘルパー養成研修」の半日分の講義を担当した。これ

らの活動により、一般市民に向けて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

えを深める機会を提供することができた。 

「自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル向上に寄与するための活動支援事業」では、

本人または家族を対象としたイベント（お弁当づくり、アウトドアイベントやプログラミン

グ体験講座など）を行い、当事者同士、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。活動場所は 2020 年 2 月に立ち上げた新拠点「くるみ

のおうち」や黒川青少年野外活動センターが中心であった。今後も本人や家族のニーズを踏

まえて、地域の支援者の力を借りながら事業活動を継続し、コミュニティの発展を目指す。 

自閉症スペクトラムのある当事者主体の活動として、特別支援学校高等部を卒業した青年

を中心にピアサポートや仲間づくりを主目的とした各種活動を実施した。具体的には、ＮＰ

Ｏ法人あいけあの引っ越し手伝いボランティアやくるみ主催イベントへのスタッフ参加等

が中心であった。今後も当事者や家族のニーズに沿った事業活動を行い、仲間同士のつなが

りを育くむための取り組みを継続する。 

 「インクルーシヴな地域社会づくりに寄与するための事業」として、４年ぶりとなる「み

んなの学校」上映会を 3 月に行った他、「くるみのおうち」において様々な試行的な事業を

行った。具体的には、地域食堂として「みんなでカレーを食べる会」を 9 月と 11 月の 2 回

開催した他、団体立ち上げや事業展開についてヒアリング、コワーキングスペース利用、個

人や市民活動団体からのコンサルティング要望に対応した。 

一年を通してコロナ禍の影響を大きく受け、緊急事態宣言発出期間における事業活動が中

止に追い込まれる一方で、当事者と家族の困り事が深刻化していることを受け、ニーズに応

じた事業活動を柔軟に行う努力をした。今後も当事者・家族の社会的な孤立を防ぎ、多様な

人が集い、つながりあえるコミュニティを育てていく。 

 

２ 事業内容 

 (1)特定非営利活動に係る事業 

①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      「発達障害に関わるあなたが笑顔になる講座」への講師参加を通し、

自閉症スペクトラム等のある子の保護者および支援者向けに体験談

等の情報提供することで今後のピアサポートにつなげる取り組みを

行った。 

・日時/場所 11/26 10:00～12:00（中原市民館） 

・従事者人員 2 人 

・受益対象者 自閉症スペクトラム当事者等の保護者および支援者 12 人 

・費用額  2,992 円 

 

②自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業 

・内容  川崎市福祉人材バンク主催の講座「はじめての発達障害～周りにこん

な子がいたらあなたはどうしますか？」および横浜移動サービス協議

会主催の「ガイドヘルパー養成研修」に講師として参加した。これら

の事業活動により自閉症スペクトラム等の特性や支援の在り方につ

いて考えを深める機会を提供した。 



・日時/場所 9/16  10:00～12:00（エポックなかはら） 

 10/16 10:00～12:00（エポックなかはら） 

 11/8   9:00～13:00（関内セルテ） 

・従事者人員 11 人 

・受益対象者 一般市民 66 人 

・費用額  58,656 円 

 

③自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル向上に寄与するための活動支援事業 

・内容  -「当事者向け/親子参加型のイベント」を計 5 回行った。 

- 青年当事者のピアサポートを目的とした活動（くるみ部）   

を計 9 回行った。 

 

＜当事者向け/親子参加型のイベント＞３６、７３ 

・日時 第 1 回: 7/3  11:00～14:00  お弁当づくりⅠ＠くるみのおうち 

 第 2 回: 7/4  11:00～14:00  お弁当づくりⅡ＠くるみのおうち 

 第 3 回: 9/19 11:00～15:00 流しそうめん＠黒川野外活動 C  

 第 4 回: 9/20 11:00～15:00 ドラム缶ピザ＠黒川野外活動 C 

 第 5 回: 10/24 13:30～16:30 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ講座Ⅰ＠くるみのおうち 

 第 6 回: 3/28  13:30～16:30 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ講座Ⅱ＠くるみのおうち 

＜青年当事者のピアサポートを目的とした活動（くるみ部）＞３４、６３ 

・日時 第 1 回: 8/1 9:00～15:00 他 NPO の引っ越し手伝いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

 第 2 回: 9/19 9:00～15:00 くるみ主催ｲﾍﾞﾝﾄへのｽﾀｯﾌ参加 

        第 3 回: 9/20 9:00～15:00 くるみ主催ｲﾍﾞﾝﾄへのｽﾀｯﾌ参加 

        第 4 回: 2/13 17:00～20:00  活動ふりかえりと打ち合わせ 

 第 5 回: 3/27 11:00～17:00 「みんなの学校」上映会ｽﾀｯﾌ参加 

・従事者人員  42 人（延べ人数） 

・受益対象者  自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ等当事者と家族、一般市民 86 人（延べ人数） 

・費用額   398,671 円 

 

④インクルーシヴな地域社会づくりに寄与するための事業 

・内容  - 地域の居場所「くるみのおうち」のコワーキング利用 

- 市民団体・個人様のコンサルティング 

 - みんなでカレーを食べる会 

 - 「みんなの学校」上映会 

 

＜「くるみのおうち」のコワーキング利用＞ 

・日時 8/27 9:00～16:00 

・場所 くるみのおうち（川崎市中原区上平間） 

 

＜市民団体・個人様のコンサルティング＞ 

・日時 8/24，10/27、10/31、11/12、11/25、12/2、12/15 

・場所 くるみのおうち（川崎市中原区上平間） 

 

＜みんなでカレーを食べる会＞ 

・日時 9/27  11:00～14:00 

 11/29 11:00～14:00 

・場所 くるみのおうち（川崎市中原区上平間） 

  

＜「みんなの学校」上映会＞ 

・日時 3/27  13:00～17:00 

・場所 エポックなかはら（７階・大会議室） 

 

・従事者人員  37 人 

・受益対象者 自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ等当事者と家族、 一般市民 124 人 

・費用額  2,383,474 円 



法人名： NPO法人くるみー来未

貸借対照表
2021　年　3　月　31　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金 2,634,131

前払費用 23,958

流動資産合計 2,658,089

2. 固定資産

（1）有形固定資産

附属設備 2,141,868

工具器具備品 46,728

一括償却資産 336,200

有形固定資産計 2,524,796

固定資産合計 2,524,796

資産合計 5,182,885

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

未払金 152,326

預り金 3,766

仮受金 307,000

役員借入金 600,000

流動負債合計 1,063,092

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 1,063,092

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 2,696,498

当期正味財産増減額 1,423,295

正味財産合計 4,119,793

負債及び正味財産合計 5,182,885



法人名： NPO法人くるみー来未

財産目録
2021　年　3　月　31　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金

手元現金 65,000

ゆうちょ総合口座 1,283,077

ゆうちょ振替口座 845,842

楽天（法人）（API） 390,212

横浜（法人）（API） 50,000

前払費用

前払費用 23,958

流動資産合計 2,658,089

2. 固定資産

（1）有形固定資産

附属設備

水回り耐震工事 2,141,868

工具器具備品

プロジェクター 46,728

一括償却資産

PC2台 295,000

エアコン 41,200

固定資産合計 2,524,796

資産合計 5,182,885

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

未払金

給与等 115,548

三井住友VISAカード 26,136

freeeカード ライト（Master） 10,642

預り金

源泉所得税 3,766

仮受金

かわさき市民活動センター 307,000

役員借入金

理事1名 600,000

流動負債合計 1,063,092

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 1,063,092

正味財産 4,119,793



法人名： NPO法人くるみー来未

活動計算書
2020　年　4　月　1　日　から　2021　年　3　月　31　日　まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

 I  経常収益

1. 受取会費

正会員受取会費 72,000

年間応援会員会費 18,000

受取入会金 25,000 115,000

2. 受取寄附金

受取寄附金 973,600 973,600

3. 受取助成金等

受取民間助成金 2,949,900 2,949,900

4. 事業収益

自閉症スペクトラム当事者等に関する普及啓発事業収益 114,500

自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル向上に寄与するための活動支援事業収益 79,000

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 16,000

インクルーシヴな地域社会づくりに寄与するための事業収益 61,000 270,500

5. その他収益

受取利息 13

雑収益 240,760 240,773

　　経常収益計 4,549,773

 II  経常費用

1. 事業費

（1）人件費

給料手当 732,760

法定福利費 1,324

通勤費 8,120

人件費計 742,204

（2）その他経費

業務委託費 331,639

印刷製本費 21,461

会議費 84,972

旅費交通費 87,396

通信運搬費 89,614

消耗品費 773,455

地代家賃 162,000

賃借料 75,240

減価償却費 222,743

保険料 22,632

諸会費 1,261

租税公課 1,873

研修費 31,859

支払手数料 169,248

支払寄付金 7,179

新聞図書費 8,416

雑費 10,601

その他経費計 2,101,589

事業費計 2,843,793

2. 管理費

（1）人件費

給料手当 66,440

法定福利費 776

人件費計 67,216

（2）その他経費

業務委託費 24,361

印刷製本費 12,556

会議費 1,307

旅費交通費 1,476

通信運搬費 7,389

消耗品費 3,349

地代家賃 18,000

減価償却費 130,319

諸会費 739

租税公課 1,097

支払手数料 6,746

支払寄付金 4,201

新聞図書費 2,702

雑費 1,227

その他経費計 215,469

管理費計 282,685

　　経常費用計 3,126,478

当期正味財産増減額 1,423,295

前期繰越正味財産額 2,696,498

 　　 次期繰越正味財産額 4,119,793



財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

（1）

（2）

（3）

（4） 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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。

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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

棚卸資産の評価方法

貸倒引当金の計上基準
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