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19年度収支計算書 自平成１9年４月１日

至平成20年３月３１日

収　　　　入 支　　　　出
科　　目 金　　額 科　　目 　　金　　　額

会費 177,500 DVD謝金 1,088,100
常駐費 96,000

委託事業 講師料 354,000
実務研修事業 1,209,600 外注費 1,029,503

PC関係費 80,501
受取利息 232 家賃 363,731
雑収入 2,761,619 事務消耗費 27,287
寄付 782,490 公租公課 11,400

通信費 194,618
各種販売事業（かけるクン等） 3,500 水道光熱費 58,130

交通費 165,240
助成事業 3,144,000 雑費 19,259
助成事業関連収入 97,575 サーバー管理費 50,000

振込送料 2,700
助成金事業関連支出金 4,451,005
事業関連支出金 119,975
保守費 60,375
保険料 21,530
厚生費 16,874
消耗備品 18,298
借入金支出金 200,000

当期収支差額 252 010当期収支差額 -252,010
当期収入合計 8,176,516 当期支出合計 8,176,516
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特定非営利活動法人ぶうしすてむ平成２０年度予算

収　　　　　　　　　　入

会費　（個人、家族）

就業実務事業　非助成独自事業

就業実務事業　助成事業

講習会　委託事業　ＯＡ研修

講習会　助成事業

講習会　非助成独自事業

定期勉強会

事業収入

寄付

各種販売事業

合計

支　　　　　　　　　　出

水道光熱費

家賃

通信費

外注

人件費（講師料）

人件費（定期作業賃）

人件費（各種謝金）

人件費（常駐謝金）

助成事業関連支出金

ＰＣ関係費用

旅費、雑費等

予備費

合計

消耗品（事務用品、複写機保守含む）

サーバー管理費

交際会議費

公租公課

交通費

福利厚生費



平成１９年度　特定非営利活動法人ぶうしすてむ事業報告書
１．研修事業
　①定期勉強会など
　　６月６日 　情報通信月間事業「ＮＰＯブログ作成支援事業」
６月１５日 　情報通信月間事業「ＮＰＯブログ作成支援事業」
６月２３日 ～１０月１３日　福祉医療機構助成事業 Ｌｉｎｕｘ学習会

　②実務研修事業
　　講習会関係
　　２００７年
　　５月１８日 　ＨＴＭＬ－Ｈｅｌｐ講習
６月２４日 ～７月２２日　福祉医療機構助成事業 大洲パソコン講習会 初心者コース
７月１７日 ～７月３１日　福祉医療機構助成事業 四国中央パソコン講習会 １次講習
７月２９日 ～８月２６日　福祉医療機構助成事業 大洲パソコン講習会 ＤＶＤ映像講習会
９月１日～１０月６日　横須賀テレコムリサーチパーク助成 Ｗｅｂデザイン技術者講習 大洲市
１０月９日 ～１１月６日　福祉医療機構助成事業 四国中央２次 「ＤＶＤビデオ編集」講習会
１０月１８日 　福祉医療機構助成事業　西条市　パソコン講習会１次
１０月２２日 　障害者在宅就業 ３事業説明会
１１月５日 　在宅就業　ＣＡＤ事業・遺物トレース事業 説明会
１１月７日 　在宅就業　ホームページ作成ワーカー育成事業 説明会
１１月１２日 ～１１月１５日　福祉医療機構助成事業 在宅就業ＣＡＤデータ修正 講習会
１１月２０日 ～２２日　在宅就業 ホームページ作成ワーカー育成講習会
１１月３０日 ～１２月２１日　「道後ゆう」　ＣＡＤ講習 講師派遣
１２月２日 ～１７日　福祉医療機構助成事業　在宅就業ＣＡＤデータ修正 講習会２次
１２月４日 ～６日　　福祉医療機構助成事業　在宅就業 遺物トレース講習会
１２月１８日 ～３月１３日　県立松山高等技術専門校受託事業 知識技能習得科ＩＴマルチコース
１２月２３日・２９日　ＣＡＤデータ修正事業のワーカー・支援者 検討会
２００８年
１月１５日 　ジョブカフェ「愛Ｗｏｒｋ」講習会　「就職に向けて」
１月１０日 ～２月２６日　ＮＰＯサポートセンター「ＮＰＯ管理養成講座」講師派遣
１月１１日 ～1月３０日　　「道後ゆう」　画像処理 講師派遣
１月２２日 ～３月１１日　福祉医療機構助成事業 西条市パソコン講習会
２月２日 　第２回　在宅事業説明会
２月６日 ～２７日　　「道後ゆう」　ビデオ編集　講師派遣
２月９日 ～２３日　在宅就業ホームページ作成ワーカー育成講習会 シリーズ２回目
３月５日 ～２６日　　「道後ゆう」　ホームページの基本・作成 講師派遣
３月１５日・２２日　在宅就業ホームページ作成ワーカー育成講習会 シリーズ３回目

２．在宅事業
パソコンボランティア活動
毎月数名ずつ、パソコン学習を行い、操作方法等と指導することができた。
パソコンボランティア人数は少ないものの、協力者の尽力により依頼のあったパソコンの設定、修理にも迅速に対応す

３．広報事業
８月２７日 　福祉医療機構　長寿・子育て・障害者基金事業報告会 事例報告
９月２日 　まつやまＮＰＯまつり 参加
９月１６日 　第３回　道後公園祭り　参加
１１月１４日 　中学生の職場体験
１２月１日　愛媛県内NPO団体の交流会参加
２月２０日 　あいしんビジネスマッチングフェアー 参加出展
毎月ではないが会員向けの「ぶうしす通信」を発行できたほか、「ぶうしすてむ便り」と題した一般向けの活動広報機

関紙の配布を継続できた。

４．交流事業
　　７月７日　ぶうしすてむ暑気払い　そごうビアガーデン
８月１７日 ～８月２０日　砥部焼陶板写真焼き付け 企業＋障害者支援団体との初共同事業
１２月１５日 　ぶうしすてむ　忘年会
１月１６日 　「ＵＳＢ」スイッチ研究開発事業参加

５．就労支援事業
イ）在宅就業事業　ワーカーの育成と実務
　・ＣＡＤデータ修正事業
・遺物トレース事業
　・ホームページ作成在宅ワーカーの育成事業（松山市障害者在宅就労促進特別事業）
　　　まつやまＮＰＯサポートセンター協力による松山市支援事業



　以上の３つの事業を並行して進めています。
ロ）講師派遣事業
　・障害者施設への講師派遣　障がい者講師２名の派遣 毎週３日間。
　・県下３地域へのＩＴ機材と講師の派遣　受講者には就職者や地域で活動する人達の養成が出来た。
ハ）在宅就業ネットワーク「ManufactureBU」（マニファクチャーブウ）
　事業は順調に進んでおり、将来１，０００万円超の規模を目指したいと思っています。
ニ）他団体との共同事業
　・砥部焼メーカー・福祉作業所との陶板写真焼き付け事業
　　　韓国のスポーツ少年団の記念品として製作した。
　・まつやまＮＰＯサポートセンターとの共同事業
　　　ＮＰＯ管理養成講座へ講師派遣
　　　情報通信月間事業「ＮＰＯブログ作成支援講習会」開催
　　　ホームページ作成在宅ワーカーの育成事業
ホ）受託事業
　・県立松山高等技術専門校　知識技能習得科ＩＴマルチコース ９名の受講者があった。

６．その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
　　砥部作業所を有効に活用してゆく。パソコンボランティアに使用できる事務所を松山市内に設置する。



平成２０年度　特定非営利活動法人ぶうしすてむ事業計画書
１．研修事業
　①定期勉強会
・障害者やボランティアを対象にパソコンの基本的な操作や関連する話題についての学習会。
・パソコン技術者との協力によるパソコンなんでも相談会
　
　②実務研修事業
イ）講習会関係
・ホームページ作成在宅ワーカーの育成事業（松山市障害者在宅就労促進特別事業）
・県立松山高等技術専門校受託事業
・在宅重度障害者向けｅラーニングとリモートコントロールを使った実験的な研修
・将来を見据えたワーカーの育成研修
　　Ｌｉｎｕｘ、プログラミング、Webアクセシビリティー、携帯への対応
・遺物トレースワーカーの育成
ロ）実務関係
・社会福祉弘済会助成事業　大型プリンターを使ったワーカーの育成
・派遣講師の育成（Webアクセシビリティー　デザイン関係 簿記）
・ｅラーニングを使った講習システムの構築　（在宅就業者の育成、在宅講師の育成）
・事業規模８００万円、３人の雇用を目指す。

２．パソコン支援事業
　①パソコンボランティア活動
・ 昨年に引き続き、パソコンの設定やソフトのインストール、メンテナンスの補助を行うほか、パソコン学習指導、パソ
コン周辺機器、ソフトなどの操作方法の支援を行う。
・　定期的にボランティアスタッフミーティングを行い効率的な指導支援方法を検討してゆく。
・　定期勉強会の開催支援を行い、各種講習会イベントスタッフの増員に努める。
　②パソコンボランティア育成、パソコン支援の研究
・　不足している視覚障害支援スタッフの増員に努める。
・　各種障害に対する支援方法について勉強会などを開催できるよう努力する。
・　パソコンボランティアスタッフのケアを含めた育成、実践に努力したい。

３．広報事業
・　ぶうしす通信と外部向けのぶうしすてむ便りを毎月発行する。
・　各種行政、各種団体の実施するイベントに参加する。
・　当団体情報をマスコミに通知し、社会への啓発啓蒙に資する。
・　メーリングリストによる情報交換等をおこなう。
・　各種団体の行事のお知らせ、通知等の配布を行う。
・　各種行政、各種団体の実施するイベントに参加する。
　　　映画「１／４の奇跡」上映実行委員会、福祉ＮＰＯ連絡会など
・ぶうしすてむ」のチラシ・ポスター・冊子の作成と配布。

４．交流事業
・　会員等の親睦のため、年末年始、シーズン毎及び各種イベント後の交流会などを開催する。
・  　他団体の企画等に協力できる組織体制を目指し、情報交換などを行えるよう努力する。

５．就労支援事業
・障がい者在宅就業ネットワーク「マニファクチャーＢＵ（ぶう）」を継続。
ホームページ作成事業、ＣＡＤデータ修正事業
・受注から納品・謝金支払いまでの一貫したシステムの構築。
・福祉的支援の検討

６．その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
・松山市内事務所の設置
・障害者施設との共同事業
・必要と思われる各事業について積極的に活動できるような組織作りを目指す。



平成1９年度貸借対照表

特定非営
利活動法
人 ぶうし
すてむ

科　目 科　目
Ⅰ 資 産
の部

Ⅱ 負 債
の部

１．流動資
産

流動負債

現金 11,862 短期借入
普通預金 391,991
通常貯金 3,000 固定負債

406,853 Ⅲ 正 味
財産の部

２．固定資
産

前期繰越
正味財産

　　車両 当期正味
財産増加

流動負債
合計
負債の部
合計
1,123,519
-252,010

464,656

流動資産
合計
464,656

871,509
固定資産
合計

合　計 合　計

正味財産
の部合計

871,509 871,509

金　額 金　額




