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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　組織体制と総会の開催状況

■役員体制（2019 年 3 月 31 日時点）
　　理事長　　　山田　明彦　　　株式会社柏崎日報社　会長

　　副理事長　　品田　信子　　　柏崎子ども劇場

　　副理事長　　水戸部　智　　　特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ　事務局長

　　理事　　　　三井田　隆　　　ヒューマン・サポート柏崎　　　

　　理事　　　　須田　貴子　　　公益財団法人さわやか福祉財団　インストラクター

　　理事　　　　長谷川敏栄　　　合同会社まちづくりえんま　代表

　　理事　　　　中村　沙織　　　特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ　事務局

　　監事　　　　吉田　建夫　　　心をつなぐ居場所づくり応援団よろんごの木　代表

■事務局体制（2019 年 3 月 31 日時点）
　　事務局長　　　　　　　　　　　水戸部　智

　　職員・まちからセンター長　　　三井田　隆

　　職員　　　　　　　　　　　　　桑田　正寛

　　職員　　　　　　　　　　　　　中村　沙織

　　職員　　　　　　　　　　　　　増田　望未

　　職員　　　　　　　　　　　　　滝澤　葉月

　　職員　　　　　　　　　　　　　平田　明奈

　　社外メンター　　　　　　　　　矢島　衛

■総会の開催状況
　　２０１８年度 通常総会

　　　　　　日時：2018 年 6 月 29 日（金）　20:00 〜 21:00

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：理事総数９名（委任状出席数５名）

　　　　　　議案：第１号議案　２０１７年度事業報告に関する事項

　　　　　　　　　第２号議案　２０１７年度収支報告に関する事項

　　　　　　　　　第３号議案　役員の選任に関する事項

　　　　　　　　　第４号議案　定款の変更に関する事項
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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　　理事会の開催状況

■理事会の開催状況

　　第 1 回理事会

　　　　　　日時：2018 年 4 月 26 日（木）　14:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事５名

　　　　　　議題：１）前回議事録の確認

　　　　　　　　　２）役員の任期満了に伴う就任・再任等について

　　　　　　　　　３）まちから指定管理業務について

　　　　　　　　　４）2018 年度あいさの収益事業について

　　　　　　　　　５）ロゴのリニューアルについて

　　　　　　　　　６）Season 柏崎について

　　　　　　　　　７）新スタッフ体制について

　　　　　　　　　８）その他

　　　　　　　　　　　・元気なまちづくり事業補助金公開審査会について

　　第２回理事会

　　　　　　日時：2018 年 5 月 31 日（木）　14:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事 5 名

　　　　　　議題：１）前回議事録の確認

　　　　　　　　　２）２０１７年度決算報告案について

　　　　　　　　　３）まちから指定管理者業務月次報告等について

　　　　　　　　　４）Season 柏崎について

　　　　　　　　　５）新スタッフ体制について

　　第３回理事会

　　　　　　日時：2018 年 6 月 29 日（金）　19:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事９名

　　　　　　議題：１）２０１７年度事業報告について

　　　　　　　　　２）２０１７年度収支報告について

　　　　　　　　　３）役員の選任について

　　　　　　　　　４）定款の変更について
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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　　理事会の開催状況

　　第４回理事会

　　　　　　日時：2018 年 12 月 13 日（木）　19:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事６名

　　　　　　議題：１）前回議事録の確認

　　　　　　　　　２）2018 年 4 月〜 11 月までの事業報告について

　　　　　　　　　３）スタッフ体制について

　　第５回理事会

　　　　　　日時：2019 年 1 月 24 日（木）　19:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事７名

　　　　　　議題：１）前回議事録の確認

　　　　　　　　　２）2018 年 12 月の事業報告について

　　　　　　　　　３）2019 年度から 2021 年度までの中期事業計画について

　　第６回理事会

　　　　　　日時：2019 年 2 月 22 日（金）　19:00 〜

　　　　　　会場：かしわざき市民活動センターまちから

　　　　　　出席：参加理事７名

　　　　　　議題：１）前回議事録の確認

　　　　　　　　　２）2018 年 1 月の事業報告について

　　　　　　　　　３）2019 年度から 2021 年度までの中期事業計画について
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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31

■コンサルティング事業

　　平成 30 年度 新潟市地域別実行計画（坂井輪地区）ワークショップ支援

　　　　　　地域：新潟市坂井輪地区

　　　　　　担当：水戸部・桑田

　　　　　　内容：第１回　2018 年 9 月 29 日（日）

　　　　　　　　　第２回　2018 年 11 月 11 日（日）

　　　　　　　　　第３回　2019 年 1 月 26 日（土）

　　平成 30 年度 富山市公共施設マネジメント PI ワークショップ支援業務（大山地域・大沢野地域）

　　　　　　地域：①富山市大山地域　②大沢野地域

　　　　　　担当：①水戸部・桑田　②桑田・中村

　　　　　　内容：①第１回　7 月 22 日（日）

　　　　　　　　　②第１回　7 月 28 日（日）

　　　　　　　　　②第２回　8 月 25 日（土）

　　　　　　　　　①第２回　9 月 2 日（日）

　　　　　　　　　①第３回　10 月 21 日（日）

　　　　　　　　　②第３回　10 月 28 日（日）

　　　　　　　　　②第４回　12 月 22 日（土）

　　　　　　　　　①第４回　12 月 23 日（日）



2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31
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■ファンドレイジング事業

　　2017 年度 自立した持続可能な地域社会創造助成事業

　　　　　　主催：（一財）新潟ろうきん福祉財団

　　　　　　期間：2017 年 10 月 1 日〜 2018 年 9 月 30 日

　　　　　　支援先：ひゃくいちねん会／現 （特非）SPIN A TALE

　　　　　　助成額：154 万円



2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31
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■インターンコーディネート事業

　　柏崎市関係人口創出事業「かしわざきカレッジ＠たんね」

　　　　　　主催：柏崎市元気発信課

　　　　　　対象：都市部在住者など関係人口になりうる人たち

　　　　　　受入先：柏崎市谷根地区

　　　　　　参加者：14 人

　　　　　　　　　※詳細は別紙報告書を参照

　　大正大学地域創生学科地域実習

　　　　　　主催：大正大学

　　　　　　対象：地域創生学科１・３年生

　　　　　　受入先：柏崎市内

　　　　　　参加者：13 人

　　I ターン留学 イナカレッジ

　　　　　　主催：（公社）中越防災安全推進機構

　　　　　　対象：都市部の若者など

　　　　　　受入先：柏崎市北条岩之入

　　　　　　参加者：3 人

　　あいさへのインターン及び柏崎ツアーアテンド

　　　　　　主催：柏崎まちづくりネットあいさ

　　　　　　対象：希望者

　　　　　　内容：柏崎市内のまちのプレイヤーを紹介

　　　　　　参加者：2 人



2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31
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■ローカルデザイン事業

　　えんま祭り フライヤー制作

　　　　　　主催：協同組合柏崎東本町二丁目振興会

　　仏教文化講演会 フライヤー・チケット制作

　　　　　　主催：西方寺

　　中越沖地震 11 周年記念事業 フライヤー制作

　　　　　　主催：（公社）中越防災安全推進機構

　　かしわざきライフサポートフェス フライヤー制作

　　　　　　主催：柏崎地区労働者福祉協議会

　　木下斉講演会 フライヤー制作

　　　　　　主催：八幡開発株式会社

　　株式会社 with you ３周年記念イベント 広報媒体制作

　　　　　　主催：株式会社 with you

　　子ども交流会２０１８ フライヤー制作

　　　　　　主催：（一社）新潟県子ども会育成連合会

　　おけいこマルシェ 

　　　　　　主催：おけいこマルシェにいがた実行委員会

　　別俣の昔ばなし「黒姫山の女神さま」 フライヤー制作

　　　　　　主催：オフィス金子

　　web サイトの更新業務など

　　　　　　・平野建設株式会社

　　　　　　・株式会社石川薬局

　　　　　　・（特非）ジョガボーラ柏崎
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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31

■レクチャー事業

　　新潟産業大学 ２年生基礎ゼミ

　　　　　　主催：新潟産業大学

　　　　　　担当：水戸部

　　　　　　日時：2018 年 5 月 30 日（水）

　　　　　　内容：あいさの取り組みや柏崎のまちづくりについて

　　2018 年度第１回ろうきん柏崎支店推進委員会

　　　　　　主催：新潟県労働金庫柏崎支店

　　　　　　担当：桑田

　　　　　　日時：2018 年 6 月 12 日（火）

　　　　　　内容：若い人が参加したくなるコミュニティについて

　　糸魚川復興支援関係者研修会

　　　　　　主催：糸魚川市、まちづくりらぼ

　　　　　　担当：水戸部

　　　　　　日時：2018 年 7 月９日（月）

　　　　　　内容：復興支援からまちづくりへの変遷について

　　子ども交流会２０１８

　　　　　　主催：（一社）新潟県子ども会育成連合会

　　　　　　担当：水戸部・増田

　　　　　　日時：2018 年 11 月 10 日（土）

　　　　　　内容：平時の取り組みについてできること・食の大切さ

　　福井県坂井市 講演会

　　　　　　主催：坂井市

　　　　　　担当：桑田

　　　　　　日時：2018 年 12 月 16 日（日）

　　　　　　内容：まちづくり活動を支える中間支援組織について
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2018 年度　事業報告　　　　　　　　　　　2018.4.1-2019.3.31

■請負・受託事業

　　平成 30 年度 メモリアル施設管理業務

　　　　　　発注元：（公社）中越防災安全推進機構

　　　　　　内容：中越沖地震メモリアルの施設管理運営業務

　　　　　　　　　※詳細は別紙報告書を参照

　　平成 30 年度 越後柏崎七街道事業総括業務

　　　　　　発注元：柏崎七街道観光まちづくり会議

　　　　　　内容：越後七街道観光まちづくり事業の振り返りと総括

　　　　　　　　　※詳細は別紙報告書を参照

　　かしわざきライフサポートフェス

　　　　　　発注元：柏崎地区労働者福祉協議会

　　　　　　内容：かしわざきライフサポートフェスのブース出展等のコーディネート

　　かしわざき風の陣２０１８事務局

　　　　　　発注元：かしわざき風の陣実行委員会

　　　　　　内容：かしわざき風の陣の運営補助業務

■かしわざき市民活動センターまちから 指定管理業務

　　　　　　発注元：柏崎市

　　　　　　内容：かしわざき市民活動センターまちからの管理運営

　　　　　　　　　※詳細は別紙報告書を参照
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2018 年度　決算報告
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法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

貸借対照表
2019　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 7,641,856

未収金 3,261,820

立替金 123,750

預け金 120,000

流動資産合計 11,147,426

2. 固定資産

（1）有形固定資産

工具器具備品 455,765

一括償却資産 108,936

有形固定資産計 564,701

固定資産合計 564,701

資産合計 11,712,127

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

短期借入金 3,807,158

未払金 369,418

未払費用 3,634,078

未払法人税等 522,400

預り金 311,191

一年以内返済長期借入金 204,000

流動負債合計 8,848,245

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 8,848,245

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 1,616,383

当期正味財産増減額 1,247,499

正味財産合計 2,863,882

負債及び正味財産合計 11,712,127

法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

財産目録
2019　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 114,688

新潟県労金（指定管理口座） 5,332,231

新潟県労金（給与振込口座） 310,100

柏崎信金 1,303,574

現金（指定管理） 264,473

現金（指定管理金庫） 316,790

未収金

㈲まち処計画室 2,533,000

中越防災安全推進機構 247,820

かしわざき風の陣実行委員会 300,000

その他 181,000

立替金

かしわざき風の陣実行委員会 120,000

その他 3,750

預け金

㈱新潟総合警備保障 50,000

釣銭 70,000

流動資産合計 11,147,426

2. 固定資産

（1）有形固定資産

工具器具備品

液晶プロジェクタ 1

CANONカメラ 1

パソコン4台 147,963

来客用カウンター 307,800

一括償却資産

管理部門パソコン 108,936

固定資産合計 564,701

資産合計 11,712,127

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

短期借入金

山田明彦 1,800,000

新潟県労働金庫 2,007,158

未払金

㈱しんきんカード 72,157

㈱労金カードサービス 73,100

㈱柏崎日報社 56,214

㈱いろむすび 118,800

その他 49,147

未払費用

従業員給与・通勤費 1,586,420

社会保険料 450,458

北越空調 596,160

社会福祉法人こすもすの会 250,000

その他 751,040

未払法人税等

2019年3月期法人税等 522,400

預り金

源泉所得税 53,041

住民税 38,900

社会保険料 219,250

一年以内返済長期借入金

柏崎信用金庫 204,000

流動負債合計 8,848,245

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 8,848,245

正味財産 2,863,882
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法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

貸借対照表
2019　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 7,641,856

未収金 3,261,820

立替金 123,750

預け金 120,000

流動資産合計 11,147,426

2. 固定資産

（1）有形固定資産

工具器具備品 455,765

一括償却資産 108,936

有形固定資産計 564,701

固定資産合計 564,701

資産合計 11,712,127

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

短期借入金 3,807,158

未払金 369,418

未払費用 3,634,078

未払法人税等 522,400

預り金 311,191

一年以内返済長期借入金 204,000

流動負債合計 8,848,245

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 8,848,245

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 1,616,383

当期正味財産増減額 1,247,499

正味財産合計 2,863,882

負債及び正味財産合計 11,712,127

法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

財産目録
2019　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 114,688

新潟県労金（指定管理口座） 5,332,231

新潟県労金（給与振込口座） 310,100

柏崎信金 1,303,574

現金（指定管理） 264,473

現金（指定管理金庫） 316,790

未収金

㈲まち処計画室 2,533,000

中越防災安全推進機構 247,820

かしわざき風の陣実行委員会 300,000

その他 181,000

立替金

かしわざき風の陣実行委員会 120,000

その他 3,750

預け金

㈱新潟総合警備保障 50,000

釣銭 70,000

流動資産合計 11,147,426

2. 固定資産

（1）有形固定資産

工具器具備品

液晶プロジェクタ 1

CANONカメラ 1

パソコン4台 147,963

来客用カウンター 307,800

一括償却資産

管理部門パソコン 108,936

固定資産合計 564,701

資産合計 11,712,127

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

短期借入金

山田明彦 1,800,000

新潟県労働金庫 2,007,158

未払金

㈱しんきんカード 72,157

㈱労金カードサービス 73,100

㈱柏崎日報社 56,214

㈱いろむすび 118,800

その他 49,147

未払費用

従業員給与・通勤費 1,586,420

社会保険料 450,458

北越空調 596,160

社会福祉法人こすもすの会 250,000

その他 751,040

未払法人税等

2019年3月期法人税等 522,400

預り金

源泉所得税 53,041

住民税 38,900

社会保険料 219,250

一年以内返済長期借入金

柏崎信用金庫 204,000

流動負債合計 8,848,245

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 8,848,245

正味財産 2,863,882
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法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

活動計算書
2018　年　4　月　1　日　から　2019　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 80,000 80,000

2. 受取寄附金

受取寄附金 13,500 13,500

3. 事業収益

まちから指定管理事業収益 34,273,717

インターンコーディネート事業収益 1,500,968

コンサルティング事業収益 2,533,000

レクチャー事業収益 313,800

ローカルデザイン事業収益 702,317

請負・受託事業収益 6,604,279

管理部門収益 690,000 46,618,081

4. その他収益

受取利息 60

雑収益 141,486 141,546

　　経常収益計 46,853,127

 II  経常費用

1. 事業費

（1）人件費

給料手当 20,593,198

法定福利費 2,935,887

人件費計 23,529,085

（2）その他経費

業務委託費 5,876,937

印刷製本費 880,412

交際費 182,021

旅費交通費 715,090

通信運搬費 270,259

消耗品費 625,301

修繕費 1,105,600

水道光熱費 2,663,013

賃借料 761,138

保険料 27,460

諸会費 1,350

租税公課 17,000

研修費 231,440

支払手数料 36,781

新聞図書費 51,000

雑費 518,795

広告宣伝費 325,877

諸謝金 1,192,586

その他経費計 15,482,060

事業費計 39,011,145

2. 管理費

（1）人件費

給料手当 870,988

法定福利費 127,726

福利厚生費 58,240

人件費計 1,056,954

（2）その他経費

業務委託費 971,970

謝金 21,936

印刷製本費 31,526

交際費 653,628

旅費交通費 579,412

通信運搬費 625,213

消耗品費 59,131

水道光熱費 65,526

賃借料 1,194,000

減価償却費 380,628

諸会費 196,840

租税公課 12,650

研修費 1,000

支払手数料 33,743

支払利息 17,360

雑費 61,059

広告宣伝費 1,500

管理諸費 108,000

その他経費計 5,015,122

管理費計 6,072,076

　　経常費用計 45,083,221

当期正味財産増減額 1,769,906

法人税、住民税及び事業税 522,407

前期繰越正味財産額 1,616,383

 　　 次期繰越正味財産額 2,863,882

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

（1）

（2） 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。

3.

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

　 0 0

5 781,920 781,925 326,160 455,765

　 0 0

　 0 0

合　　計 5 781,920 0 781,925 326,160 455,765

4.

科　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

2,412,000 2,007,158 408,000 4,011,158

204,000 0 204,000 0

0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科　目
財務諸表に

計上された金額
内、役員
との取引

内、近親者及び
支配法人等
との取引

2,412,000 1,800,000

合　計 0 0 0

短期借入金

借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

短期借入金

長期借入金

投資その他の資産

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科　　目

有形固定資産

車両運搬費

無形固定資産

工具器具備品

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。

（ただし、建物・構築物については定額法）



- １７-

法人名： 特定非営利活動法人柏崎まちづくりネットあいさ

活動計算書
2018　年　4　月　1　日　から　2019　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 80,000 80,000

2. 受取寄附金

受取寄附金 13,500 13,500

3. 事業収益

まちから指定管理事業収益 34,273,717

インターンコーディネート事業収益 1,500,968

コンサルティング事業収益 2,533,000

レクチャー事業収益 313,800

ローカルデザイン事業収益 702,317

請負・受託事業収益 6,604,279

管理部門収益 690,000 46,618,081

4. その他収益

受取利息 60

雑収益 141,486 141,546

　　経常収益計 46,853,127

 II  経常費用

1. 事業費

（1）人件費

給料手当 20,593,198

法定福利費 2,935,887

人件費計 23,529,085

（2）その他経費

業務委託費 5,876,937

印刷製本費 880,412

交際費 182,021

旅費交通費 715,090

通信運搬費 270,259

消耗品費 625,301

修繕費 1,105,600

水道光熱費 2,663,013

賃借料 761,138

保険料 27,460

諸会費 1,350

租税公課 17,000

研修費 231,440

支払手数料 36,781

新聞図書費 51,000

雑費 518,795

広告宣伝費 325,877

諸謝金 1,192,586

その他経費計 15,482,060

事業費計 39,011,145

2. 管理費

（1）人件費

給料手当 870,988

法定福利費 127,726

福利厚生費 58,240

人件費計 1,056,954

（2）その他経費

業務委託費 971,970

謝金 21,936

印刷製本費 31,526

交際費 653,628

旅費交通費 579,412

通信運搬費 625,213

消耗品費 59,131

水道光熱費 65,526

賃借料 1,194,000

減価償却費 380,628

諸会費 196,840

租税公課 12,650

研修費 1,000

支払手数料 33,743

支払利息 17,360

雑費 61,059

広告宣伝費 1,500

管理諸費 108,000

その他経費計 5,015,122

管理費計 6,072,076

　　経常費用計 45,083,221

当期正味財産増減額 1,769,906

法人税、住民税及び事業税 522,407

前期繰越正味財産額 1,616,383

 　　 次期繰越正味財産額 2,863,882

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

（1）

（2） 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。

3.

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

　 0 0

5 781,920 781,925 326,160 455,765

　 0 0

　 0 0

合　　計 5 781,920 0 781,925 326,160 455,765

4.

科　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

2,412,000 2,007,158 408,000 4,011,158

204,000 0 204,000 0

0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科　目
財務諸表に

計上された金額
内、役員
との取引

内、近親者及び
支配法人等
との取引

2,412,000 1,800,000

合　計 0 0 0

短期借入金

借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

短期借入金

長期借入金

投資その他の資産

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科　　目

有形固定資産

車両運搬費

無形固定資産

工具器具備品

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。

（ただし、建物・構築物については定額法）




