
平成２０年度 

特定非営利活動法人ピアネット定時総会 
 

日 時 平成２０年５月１７日（土）午後２時００分～午後３時００分 

場 所 特定非営利活動法人ピアネット 事務所 

      

総 会 次 第 
開    会 
理事長あいさつ 
議  事  １   議長選出 

          ２   定足数確認 
          ３   議事録署名者指名の件 
          ４   平成１９年度 事業報告並びに収支決算承認の件  
          ５   会計監査報告    
          ６   平成２０年度 事業計画並びに収支予算案の件 
          ７   その他 
              

閉    会 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ＜入会案内＞ 年会費 正会員：１口  ５，０００円   賛助会員：１口 １，０００円 

          
 
 
  

青森銀行本店 普通 １５６１１８０ 
口座名 特定非営利活動法人ピアネット 

郵便振替  ０２２５０－６－５５７７３ 
口 座 名   ピアネット 

 

 
      ＜事務所所在地＞    〒038-0011   青森市篠田１－８－１ エムズコーポ１０１ 

   電話・ＦＡＸ  ０１７－７６１－２７７０ 
 peernet@ping-aomori.jp 

 



特定非営利活動法人ピアネット 平成１９年度事業報告 

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
 

運営に関する事業 
 定時総会 平成１９年５月２８日（月）午後６時 30 分～午後７時４０分 
      場所・ピアネット事務所 
      出席・合計１３名 
      案件・事業報告及び計画案審議 
         決算報告及び予算案審議 
          
 理事会  ①平成１９年６月２０日（水) 
      ②平成１９年１月１６日(水) 
      ③平成２０年４月 ９日(水) 
      ④平成２０年 5 月１４日（水） 
各事業 
  
スタジオとまとの運営 
 地域活動支援センターとしての活動 
 スペースを広げ常勤職員を 1 名増員した 

障害者の創作活動と地域交流活

動を行った 
詳細・別紙 

SOHO 仲介支援事業 
 平成１９年１０月～平成２０年３月まで青森県の補

助事業「障害者在宅就業しごと受注促進事業」を実施

在宅で PC の仕事をしようとす

る障害者に対し、必要な知識や

技能習得の支援などを行った 
    詳細・別紙 

レンタカー事業 
 通年で実施 

    詳細・別紙 
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平成１9 年度 特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書 

平成 19 年４月１日から平成 20 年３月３１日まで 

     特定非営利活動法人ピアネット

       （単位：円） 

項     目 金     額 

Ⅰ収入の部             

1 会費収入           

       正会員     95,000     

  賛助会員     49,000 144,000   

2 事業収入           

    小規模作業所作業収入    887,700     

    SOHO 仲介支援事業    329,695     

    レンタカー事業    470,660 1,688,055   

2 公的補助金           

  青森県補助金 （チャレンジド SOHO 仲介支援事業） 1,372,619     

  青森市補助金 (地域活動支援センター） 5,025,000     

  国補助金 (地域活動支援センター） 1,100,000 7,497,619   

4 助成金           

    共同募金配分金    260,000     

   NHK 歳末助け合い    65,000 325,000   

5 寄付金           

    手作りクラブ mini とまと    3,100     

    日専連 NPO 応援カード    1,917 5,017   

6 その他の収入           

    ピアネットよりとまとに振替    100,000     

    銀行預金受取利息    2,057     

    雑収入       1,200 103,257   

当期収入合計（A)     9,762,948

Ⅱ支出の部             

1 管理費           

    本部管理費     239,876 239,876   

2 事業費           

    地域活動支援センター運営費    6,556,789     

    SOHO 仲介支援事業県補助事業分   1,362,259     

    SOHO 仲介支援偉業自主事業分   168,972     

    レンタカー事業    538,794     

    小規模作業所工賃等経費    887,700 9,514,514   

当期支出合計（Ｂ）     9,754,390

当期収支差額（Ａ）－（Ｂ）     8,558

前期繰越収支差額     -1,371,991

次期繰越収支差額     -1,363,433

（正味財産増減の部）             

Ⅲ 正味財産増加の部           

1 資産増加額           

  当期収支差額（再掲）      8,558   

2 負債減少額         8,558

Ⅳ 正味財産減少の部           

1 資産減少額           

2 負債増加額         0 0

  当期正味財産増加額        8,558

  前期繰越正味財産額        -1,573,885

  当期正味財産合計         -1,565,327
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上記のとおり相違ありません 

 

平成１９年５月   日      監事    大 竹   進   印  

 

平成１９年５月   日      監事    鳴 海 孝 仁   印  
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平成１９年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表 

平成２０年３月３１日現在 

特定非営利活動法人ピアネット

科  目 ・ 摘  要       金  額     （単位：円） 

Ⅰ 資産の部           

            

1 流動資産         

   現金預金   394,673     

  流動資産合計     394,673   

            

2 固定資産          

            

  固定資産合計     0   

     資産合計       394,673

            

Ⅱ 負債の部          

            

1 流動負債          

   短期借入金   50,000     

  流動負債合計     50,000   

            

2 固定負債          

   長期借入金   1,910,000     

  固定負債合計     1,910,000   

      負債合計       1,960,000

            

Ⅲ 正味財産の部          

            

前期繰越正味財産      -1,573,885   

            

  当期正味財産増加額     8,558   

            

  正味財産合計       -1,565,327

     負債及び正味財産合計     394,673
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平成 19 年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録 

        

平成 20 年３月３１日現在 

        

     特定非営利活動法人ピアネット

        

科目・摘要 金額（単位：円） 

Ⅰ 資産の部             

1 流動資産          

  現金預金          

   現金 現金手元有高 4,291     

   普通預金 青森銀行本店 ピアネット 13,109     

    青森銀行本店 とまと 3,065     

    青森銀行大野支店 306,721     

    みちのく銀行沖館支店 67,487     

         394,673   

流動資産合計     0     

         0   

資産合計          394,673

             

Ⅱ 負債の部           

1 流動負債          

   短期借入金    50,000     

流動負債合計       50000   

2 固定負債         

   長期借入金    1,910,000     

固定負債合計       1,910,000   

             

負債合計          1,960,000

正味財産            -1,565,327
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平成 19 年度 ピアネット本部会計及び SOHO 事業上半期分会計まとめ 

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 
 収入の部     

項目 金額 摘要 

本  部       

 正会員 95,000 １８年度２名・１９年度１５名 

 賛助会員 49,000 １８名 

 寄付 3,100 てづくりクラブ mini とまとより 

 寄付 1,917 日専連カード寄付 

 受け取り利息 265   

    149,282   

ＳＯＨＯ上半期     

 事業収入 40,000 チラシデザイン料 

 受け取り利息 60   

     40,060   

 合計 189,342   

 支出の部         

項目 金額 摘要 

本  部       

 消耗品費 1,537   

 通信運搬費 41,260 切手・はがき代 

 印刷製本費 27,310 会報 年賀状 封筒印刷 

 ＨＰ更新料 29,900   

 旅費 2,100   

 会議費 12,731 茶菓 弁当代 

 事業費とまと 100,000 運営費として振り替え 

 雑費 22,868 諸会費 印紙代 書籍 

 振込手数料 2,170   

計 239,876   

ＳＯＨＯ上半期     

 消耗品費 24,983 事務用品 PC 教本 

 給与３月分 84,375 担当者１名分 

 レンタカー使用料 3,300 仲介支援事業 

 デザイン料作成者へ 20,000 佐藤広則 

 印刷製本費 19,500 とまと作業会計へ 

 研修費 16,184 前年度分佐藤立替分返金 

 振込手数料 630   

計 168,972   

合 計 408,848   

当期収入合計 189,342   

当期支出合計 408,848   

当期収支差額 -219,506   

前年度繰越金     

 本部 56,703    

 ＳＯＨＯ 180,203    

繰越金合計 236,906   

収支差額 17,400   

 残金内訳  青銀本店  13,109 

   現金      4,291 
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平成 19 年度 SOHO 事業青森県補助事業分会計まとめ 

平成１９年１０月１日～平成２０年３月３１日 

収入の部   

項目 金額 摘要 

補助金 1,372,619 青森県補助金 

受講料 22,000 受講生負担分 

教材費 37,695 受講生負担分 

自己資金 6,381 前年度繰越金より 

事業収入 230,000  

受取利息 285 普通預金 

合計 1,668,980  

   

支出の部   

項目 金額 摘要 

仲介支援事業 消耗品 14,743 事務用品 

仲介支援事業 印刷製本費 16,750 チラシ等印刷 

広報関係費 専用ホームページ作成料 150,000 外部委託 

広報関係費  印刷費 335,800 ポスター製作 

広報関係費 通信費 17,000 切手代 

広報関係費 旅費 15,400  

講習 講師料 575,250 4 講座 

講習 教材費 46,536 テキスト 

製作者へ手数料支払い 187,000 事業収入のうち 

雑費（銀行振込手数料） 3,780  

合計 1,362,259  

   

収支差額 306,721 青銀本店 

残金のうち 70,055 円は県に返還する。   

繰越金は 236,666 円   
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19 年度 ピアネットレンタカー会計まとめ 

   

   

収入の部   

項目 金額 摘要 

売り上げ 470,660   

雑収入 1,200   

受取利息 77   

合計 471,937   

   

支出の部   

項目 金額 摘要 

保険料 246,160 車両・任意保険 

車両消耗品 47,568 タイヤ・バッテリー 

ガソリン代 107,386   

車両修繕費 76,000 車検費用 

地代家賃 22,050 駐車場 

諸会費 4,000 JAF 

法人住民税 35,000 半年分 

振込手数料 630   

合計 538,794   

   

収入合計 471,937  

支出合計 538,794  

収支差額 -66,857  

     

前年度繰越金 84,344  

残金合計 17,487  

   

＜繰越金内訳＞   

みちのく銀行 67,487  

        （短期借入金残高５０，０００円含む） 

   

   

長期借入金残高 1,640,000  

短期借入金残高 50,000  
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レンタカー走行実績  平成 19 年度 

平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月 

    

  距離（ｋｍ） 使用回数 売上金額（円） 

平成 19 年 4 月 255 27 36,760 

平成 19 年 5 月 296 29 47,480 

平成 19 年 6 月 435 34 51,450 

平成 19 年 7 月 401 43 51,850 

平成 19 年 8 月 366 50 44,830 

平成 19 年 9 月 317 35 41,350 

平成 19 年 10 月 651 45 63,380 

平成 19 年 11 月 259 30 29,450 

平成 19 年 12 月 225 27 28,250 

平成 20 年 1 月 215 22 23,850 

平成 20 年 2 月 287 28 35,550 

平成 20 年 3 月 363 39 43,790 

合計 4,070 409 497,990 

    

決算時入金済み額  470,660 円  
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平成 19 年度  地域活動支援センタースタジオとまと 会計まとめ 

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 

収入の部  

項目 金額 摘要 

青森市補助金 5,025,000   

国 補助金 1,100,000 障害者自立支援特別対策支援事業 

赤い羽根共同募金配分金 260,000 備品購入・光熱費 

NHK 歳末助け合い助成金 65,000 行事費用として 

法人助成金 100,000 ＮＰＯ法人ピアネットより 

銀行預金受取利息 1,370   

前年度繰越金 8,484   

合計 6,559,854   

    

支出の部  

項目 金額 摘要 

人件費 3,621,169 常勤 2 名 非常勤 1 名 

法定福利費 43,369 雇用保険料 

福利厚生費 130,637 健康診断 退職金共済 予防注射 

水道光熱費 181,362 電気 水道 灯油 ガス 

旅費 189,640 職員研修旅費 京都 2 名分 

通信運搬費 107,157 電話・通信費  切手代 

消耗品費 211,165 事務用品 小額備品 

雑役務費 0   

印刷製本費 59,591 インク トナー代 

修繕費 49,245 ストーブ分解掃除 パソコン修理 

会議費 16,300   

備品費 501,301 エアコン  ストーブ  プロジェクター 

借料損料 1,080,699 事務所・駐車場・リフトカー使用料 

行事費 65,000 忘年会 

雑費 15,555 振込手数料他 

負担金 37000 諸会費 

損害保険料 23910 火災保険 

共同募金 223689 パソコン 1 台 

  6,556,789   

    

 収入総額 6,559,854  

 支出総額 6,556,854  

 収支差額 3,065 次年度へ繰越 

  内訳     青森銀行本店普通預金
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平成１９年度 地域活動支援センター スタジオとまと 事業報告 

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 

作業会計報告    

 ＜収入の部＞  （単位：円）

 デザイン 30,000 チラシ２件 
 名刺 168,780   
 印刷 190,430 資料・封筒・チラシ等 
 ホームページ 174,900 ２件 
 年賀状 227,830   
 似顔絵 1,000   
 データ加工 2,000   
 ポストカード 500   
 カタログ根付け 79,160   
 製本・発送 13,100   
 合 計 887,700   

 ＜支出の部＞   

 作業工賃 279,040   
 原材料費 78,896 紙、インク 
 作業備品 207,054 パソコン２台 
 切手代 2,300   
 送料 10,480 宅配便 
 外注代金 31,500 印刷会社へ 
 パソコン修理代 5,775   
 作業経費 272,655 電気代等へ充当 
 合 計 887,700   

職員 常勤２名 非常勤１名  

利用実績 登録者数 １５名  

 利用者のべ数 １，０４８名  

助成事業 ①赤い羽根共同募金配分事業  

  作業用パソコン購入  

 ②ＮＨＫ歳末たすけあい事業  

  忘年会を開催した  

講座参加 ピアネットＳＯＨＯ仲介支援事業部が開催したパソコン講座に利用者のうち６名が参加した 

 内容はイラストレーター・フォトショップ・ドリームウイーバー・フラッシュ 

実習生 ①県立青森第一高等養護学校より１名 

 ②県立若葉養護学校高等部より２名  

寄付・寄贈 ①武内製飴店よりたんきり飴を利用者に 

 ②株式会社カネマツ青森支社よりお菓子を利用者に 

 ③マックスバリュ東北（株）より幸せの黄色いレシートキャンペーンで 

  商品券８，５００円をいただきました。 

職員研修 平成 19 年 11 月 29 日・30 日京都市 第２１回障害者相談支援事業職員研修会 に 

 長内明子 中村立春が参加。当事者の立場に立った相談業務の基礎を学んだ。 

その他 ①「青森県総合福祉展」に出展 

 ②新町ふれあい広場に参加。８月１９日。フリーマーケットと似顔絵描き。 
 
※利用者の人数が増えて市の補助基準が一ランクアップしたため、同じ建物の空き店舗を新たに借り 
男性職員を新規で雇用した。スペースと安定した人手が確保されたことで、週４日だった開所日を週５日間
とすることができて、事業の幅と将来への明るい見通しができた。 
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運   営   方   針 
 全身性重度障害者の地域生活支援と、暮らしやすいまちづくりのプランニングを障害当事者と健常

者がともに行う。 
 

平成２０年度事業計画（案） 

 運営に関する事業 
 定時総会 平成２０年５月１７日(土) １４：００～１５：００ 
 理 事 会  随 時 
 事業報告 ６月末までに県所轄課へ提出 
 納    税 昨年度分 地方税（市・県） 
      収益事業であるピアネットレンタカー事業分で年税額 ７０，０００円 
 役  員 理事 佐藤廣則 鎌田慶弘 小山内八代重  

長内明子 松野潤 佐藤真理子 
       監事 大竹進  鳴海孝仁  ※役員の任期は平成２２年１月２０日まで 
 
 事      業 
  １ 「地域活動支援センタースタジオとまと」の運営 
     ①毎週 月・火・水・木・金 １０：００～１６：００  
     ②パソコンを使った創作活動及び職業訓練的実践 
     ③手芸教室（毎週月曜日） 
     ④地域奉仕活動（センター周辺のごみ拾いなど） 
     ⑤交流活動 他のサークルなどと、合同で行事等を開催する。 
     ⑥電動車いすサッカーへの参加と応援 
     ⑦新町ふれあい広場への参加 
     ⑧県総合福祉展への参加  
     ⑨忘年会・新年会など懇親会の開催 
 
    地域活動支援センターⅢ型 への移行（市の委託事業となる）希望を市の担当者に伝えてあ

るが、障害者自立支援法が定まらない中で青森市の姿勢も決まっていないようで協議に入れる

段階ではなく、先々未だ不透明な状況が続いている。 
                                           
  ２ SOHO 仲介支援事業 
      県の補助事業実施（詳細未定 3 年継続事業の 終年） 
      今年は年間１００万円の予算 
      予定している事業内容 
      ①PC スキルアップ講座「ドリームウイーバー」「フラッシュ」 

３．５時間×20 回 ５～６人 
      ②障害者の在宅就労をテーマとしたセミナーを、開催する 
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      ③担当者の研修を実施する。八戸市の「あおば」見学 
      ④昨年度末に作成したポスターを広く配布して広報活動を行う    
 
  ３ レンタカー事業 
      車椅子使用者の交通の利便をはかる 
      一般への周知を図り、更なる利用増を目指す。 
      今年度は売り上げ７０万円を目指す。 
      ガソリン代高騰による使用料改定を検討する 
 
  ４ 身体障害者小規模作業所スタジオとまと  
      「地域活動支援センタースタジオとまと」とは別にして、一般就労や在宅就労とつなが

るような業務を継続させる。 
       新しい取り組みとして、オンラインショップ「とまとストア」を開設して 
      青森市周辺の障害者作業所や個人の作品の販売の場とする。詳細は検討中だが、他組織

との連携に役立つものと思われる。 
 
  ５ 重度障害者の地域生活に関する活動 
    ①アクセス探検隊（通常 自立生活センターPing あおもり で活動） 
     車椅子対応路線バスが機能していないことから、できるだけ利用するようにし 
     市民やバス運転手が対応に慣れてくれるような活動をする。 
    ②DPI 日本会議盛岡集会 の分科会で西谷嘉昭がシンポジストで出席 
     テーマは「青森の交通アクセスとまちづくりについて」 
     6 月 14 日（土）15 日（日）盛岡市 
 
  ６ 他組織との連携 
      青森市で 30 年位前から活動してきた「サークル土」「くさりの会」が実施してきた「青

年教室」のメンバーと合同で行事を実施して、交流をはかる。 
      今年度は花見・ねぶたを見る会・忘年会 実施予定 
  
 NPO 応援カードの宣伝 

      日専連が出している「NPO 応援団カード」（クレジットカード）に加入し「ピアネットを応援

する」と申し込んでいただければ、お買い物金額の０．５パーセントがピアネットに寄付され

る。日専連カードをすでにお持ちの方は簡単に切り替えもできるので、昨年に引き続き会員に

加入をお願いしたい。 
 

 
    広  報  活  動 
      会報「へばだば」とホームページで活動を広報する。 
      昨年度までは隔月だったが季刊（年４回）とする。 

- 13 - 
 



 

特定非営利活動法人ピアネット 本部会計 

平成 20 年度  収支予算(案） 

平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月 

    

＜収入の部＞    

科  目 前年度予算額 今年度予算額 摘  要 

会費（正会員） 100,000 100,000 ５，０００円×２０人 

会費(賛助会員） 100,000 100,000 １，０００×１００口 

寄付金 100,000 50,000 日専連 NPO 応援カード 

前年度繰越金 56,703 193,571 本部 56,905 SOHO 136,666 

合計 356,703 443,571   

    

    

＜支出の部＞    

科  目 前年度予算額 今年度予算額 摘  要 

消耗品費 30,000 30,000 事務用品等 

通信運搬費 50,000 60,000 会報郵送等切手代 

印刷製本費 50,000 60,000 コピー代 

広報関係費 50,000 70,000 HP 更新料 

旅費 10,000 20,000 理事会等旅費 

会議費 5,000 5,000 会議用茶菓 

事業費 100,000 0   

雑費 26,703 48,571
諸会費（NPO 法人サンネット青森    

アップルワーク）他 

借入金返済 0 150,000
レンタカー会計１，６９０，０００        

とまと会計２７０，０００ 

地方税 35,000 0 レンタカー会計で賄う 

合計 356,703 443,571   

- 14 - 
 



 

特定非営利活動法人ピアネット SOHO 仲介支援事業部 

平成 20 年度  収支予算(案） 

平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月 

    

＜収入の部＞    

科  目 前年度予算額 今年度予算額 摘  要 

県補助金 1,500,000 709,584 予定 

事業収入 100,000 300,000   

受講料 100,000 30,000 Web 講座 ＠5,000×6 人 

前年度繰越金 186,584 100,000   

合計 1,886,584 1,139,584   

    

    

＜支出の部＞    

科  目 前年度予算額 今年度予算額 摘  要 

講師等謝金 700,000 390,000 講座 セミナー 

旅費 50,000 55,000 講師  職員研修 広報活動 

会場費 10,000 10,000 セミナー開催 

通信料 120,000 40,000 郵送費 

印刷製本費 50,000 52,000 資料印刷 チラシ等 

教材費 100,000 0   

消耗品費 80,000 18,000 事務用品 

HP 更新料 150,000 150,000 外部委託 

ポスター作成費 350,000 0   

会議費 0 1,800 茶菓 

備品購入費 0 200,000 講座用ノートパソコン 2 台 

手数料支出 100,000 200,000 事業収入より製作者に謝礼 

その他の経費 176,584 22,784 県補助外経費 

合計 1,886,584 1,139,584   
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地域活動支援センター スタジオとまと 

平成 20 年度 収支予算（案） 

平成 20 年 4 月～平成 21 年３月 

   

＜収入の部＞  (単位：円）

科 目 金 額 摘 要 

補助金 5,025,000 青森市 

補助金 1,100,000 国（障害者自立支援法特別対策事業） 

助成金 290,000 赤い羽根共同募金 

歳末助け合い 80,000 ＮＨＫ ＠5,000 円×16 人 

合 計 6,495,000   

   

＜支出の部＞  （単位：円）

科 目 金 額 摘 要 

給料 4,099,000 常勤２名  非常勤１名分 

旅費 50,000 職員研修等旅費 

消耗品費 80,000 事務用品等    創作・地域活動消耗品 

燃料費 120,000 灯油代 

印刷製本費 80,000 インクカートリッジ   コピーカートリッジ 

光熱水料 108,000 電気料・水道料 

修繕費 50,000 機器等修繕費 

通信運搬費 168,000 郵便料 30,000 円    ＮＴＴ通信料 84,000 円（@7,000) 

    サーバー・ドメイン使用料 30,000 円 

    携帯電話 24,000 円(@2,000) 

賃借料 1,140,000 家賃 840,000（@70,000) 機器借料 156,240(@13,020)  

    自動車借料 60,000(@5,000)  

    マットレンタル リフトタクシー等 83,760 円 

備品購入費 200,000 創作活動等備品（パソコン 2 台）   

負担金 30,000 諸会費 

備品購入費 290,000 赤い羽根共同募金事業（冷蔵庫・ＤＶＤプレーヤー等）  

行事費 80,000 忘年会、新年会 

合 計 6,495,000   
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ピアネットレンタカー 

平成２０年度 収支予算(案） 

平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月 

＜収入の部＞    

科 目 前年度予算額 今年度予算額 摘 要 

売り上げ 500,000 700,000   

前年度繰越金 0 17,487   

合 計 500,000 717,487   

    

    

＜支出の部＞    

科 目 前年度予算額 今年度予算額 摘 要 

ガソリン代 80,000 150,000   

車両消耗品 10,000 30,000 ワイパーなど 

事務用消耗品費 10,000 2,000 ファイル他 

車検費用 130,000 90,000 ９月予定 

保険料 130,000 230,000 車両・任意保険料 

車両維持費 30,000 45,487   

法人住民税 0 70,000 均等割り額 

借入金返済 110,000 100,000 借り入れ残高１，６９０，０００円 

合 計 500,000 717,487   
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