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自平成20年４月　１日
至平成21年３月３１日

収　　　　入 支　　　　出

科　　目 金　　額(単位：円） 科　　目 金　　　額(単位：円）

会費 189,000 DVD謝金 1,256,450

常駐費 189,000

委託事業 1,728,300 講師料 95,750

実務研修事業 4,203,025 外注費 3,490,566

講師派遣事業 260,000 PC関係費 69,219

家賃 240,000

雑収入 208,916 事務消耗費 431,164

寄付 847,231 公租公課 3,900

受取利息 997 通信費 378,228

各種販売事業（かけるクン等 7,000 水道光熱費 108,990

会場費収入 10,700 交通費 73,680

受講料収入 21,500 雑費 1,110

20年度収支計算書

特定非営利活動法人ぶうしすてむ

受講料 , 雑費 ,

サーバー管理費 90,000

振込送料 1,942

保守費 60,375

助成事業 1,915,000 保険料 21,250

助成事業関連収入 70,500 厚生費 55,698

消耗備品 52,749

借入金収入 304,000 図書費 8,885

修理費 88,493

交際費 28,800

会議費 16,400

広告宣伝費 10,000

助成金事業関連支出金 2,975,521

車両売却損 272,084

当期収支差額 -254,085

当期収入合計 9,766,169 当期支出合計 9,766,169

 



金額（単位：円）
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平成２１年度予算

特定非営利活動法人ぶうしすてむ
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２０年度会計財産目録

科 目・摘 要 (単位：円）

Ⅰ資産の部

 １流動資産

    現金預金

    現金手許有高 96,346

  普通預金

    伊予銀行宮西支店 4,626

    伊予銀行問屋町支店 478,650

    伊予銀行問屋町支店 1,100

　　伊予銀福祉口 1,166

    伊予銀行城北支店 180,505

愛媛信用銀行中央通 9,031

  通常預金

    松山問屋町郵便局 3,000

　仮　払　金 10,000

　未　収　金 192,000

流動資産合計 976,424

資産合計 976,424

Ⅱ負債の部

　短期借入金 304,000

　前　受　金 55,000

  流動負債合計 359,000

負債合計 359,000

Ⅲ正味財産の部

　当期正味財産増加額 -254,085

  前期繰越正味財産 871,509

　　　平成21年３月３１日現在

特定非営利活動法人　ぶうしすてむ

金     額    　　　　　 

 正味財産合計 617,424



平成２１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
１．松山市障害者在宅就労促進特別事業
２．県立松山高等技術専門校受託事業
　　　  　ＯＡ研修
    　　　実務研修
３．仕事に向けての研修
    　　　発掘遺物デジタル処理
    　　　ＣＡＤ
    　　　住宅間取り作成
    　　　ビデオ編集
　　　　　冊子編集・製本処理
４．高度なインターネット関係の研修
    　　　ネットセキュリティー
    　　　Webデザイン／魅せるホームページ作成技術
    　　　ネットビジネスマスター育成（ＮＰＯ法人ユニバーサルクリエートと共同）
５．地域での研修
    　　　久万町／大洲八幡浜以南の地区での講習会の開催
６．在宅重度障がい者への支援
    　　　リモートコントロールとeラーニングを使用

ロ）他団体や企業との共同事業
　　　　　障がい者の受注拡大のための受発注システムの検討
　　　　　ＮＰＯ法人ユニバーサルクリエートと研修の共同開催
　　　　　愛媛県発達障害者支援センターとの共同事業
　　　　　ＮＰＯ法人イーパーツ（東京）との協働の検討
　　　　　（社会福祉法人）来島会のクラフトマンとの発掘遺物デジタル処理の共同事業
　　　　　地域の障がい者支援センターとの講習会の共同開催
　　　　　愛媛県との協働事業

ハ）懸案事項
　　　　　松山市内での事務所開設
　　　　　中間支援者への支援の検討

ＩＴを使った障がい者の就労について、４年前に有志により設立した
「ManufactureBU」の考え方は、その後の全国的な動きから見て間違いでは
なかったと思っています。私共が行ってきた、それらの事業は（独立行政法人）福祉医療
機構の冊子や、（独立行政法人）高齢・障害者雇用支援機構の冊子に取り上げられました。
２１年度は今まで以上に、障がい者の就労の一つの方法でもあり、働きやすい方法だと
思っている在宅就業（テレワーク）の推進を、課題はまだまだありますが、何か新しい方法
とかを見い出しながら進めて行こうと思っています。



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。
・入力支援機器の調査、勉強会を開き、適切な支援機器をアドバイスできるスタッフの育成。

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隔月発行する。
・各種行政、各種団体の実施するイベントに参加する。
・団体情報をマスコミに通知し、社会への啓発啓蒙に努める。
・メーリングリストによる情報交換等を活発に行う。
・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。
・「ぶうしすてむ」ホームページの見直しを行い、「何を伝えたいのか」を明確にし、
活動内容等も詳細に伝え、閲覧者にわかりやすいものにしていく。

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」を継続。
結婚式プロフィールビデオ制作事業、ホームページ作成事業、ＣＡＤデータ描画事業、
会報作成事業、ビデオ編集事業、発掘遺物デジタル事業、住宅間取り作成、その他事業
・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

事業規模と事業内容
事業規模
　　　１８年度　５６５万円
　　　１９年度　７２２万円
　　　２０年度　８４１万円
　　　２１年度は１０００万円超を目指す。その為の人材育成が急がれる。
事業内容
　　　講習会研修会の開催
　　　講師の派遣
　　　入力・各種パソコンによるデジタル描画
　　　　映像の製作　など

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
・障害者施設や同じ目的で活動している団体との共同事業
・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２０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
　１９年度からはじめた松山市以外の地域での研修は新居浜と八幡浜で行いました。
　　　就労向けの研修は、具体的な仕事に向けての研修が多くなりました。

　①定期勉強会など
　　情報通信月間行事「ｅラーニングを用いた障がい者就業・技能支援について」の講演会
シニア情報生活アドバイザー（ＩＴリーダー）の資格更新のための講習会

　②就労向け実務研修
　　在宅就業ホームページ作成ワーカー育成講習会(営業ノウハウ・スケジュール管理など)
　弘済会助成事業　大型プリンターを使った講習会と実務研修
　ＣＡＤの実務研修
　　郵便事業株式会社年賀寄附金助成 新居浜市でムーバブルタイプを使ったホームページ作成講
　郵便事業株式会社　年賀寄附金助成 西条市でＣＡＤ講習会
　　郵便事業株式会社　年賀寄附金助成 印刷レイアウト講習会
　　イラストレーターを使用した発掘遺物トレース講習会
ＮＰＯサポートセンターの支援で会計講座
　　三浦保愛基金　新居浜市で　ＨＴＭＬ・ＣＳＳ講習会
　　八幡浜市でＩＴ講習会
　　新居浜市でイラストレーターを使用した遺物トレース講習会
　　ムーバブルタイプを使用したホームページ作成講習会

２．講師派遣事業
　　　講師の派遣も２０年度は重要な事業となりました。
　　　私共の育成した講師が多くの場で活躍できればと思っています。

「道後ゆう」にて画像処理・ホームページ・ＣＡＤ・他の講習会
　　愛媛県立松山高等技術専門校委託事業FOM出版受託 eラーニング講習会
　　ＮＰＯ法人ユニバーサルクリエート主催の「ネットビジネスマスター養成講座」に講師３名を
　　愛媛県立松山高等技術専門校で発達障害者向け講習会（ＣＡＤ、遺物トレース、ビデオ編

３．パソコンボランティア活動事業
毎月数名ずつ、パソコン学習を行い、操作方法等を指導することができました。
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ることができました。また入力支援機器の製作も行いました。

４．広報事業および他団体との交流事業
　映画「１／４の奇跡」でのＮＰＯ法人ラ・ファミリエの動員力や組織力、いずれの日にか我々も
　持ってみたいと思いました。新しい事業を行う毎に、新しい団体との共同が増えています。

・映画「１／４の奇跡」上映実行委員会に参加
・ＮＰＯ法人ユニバーサルクリエート主催のイベント「えんむすびプロジェクト」に参加
・えひめＣＡＴＶの取材
・ハートフルプラザの会合に出席
・まつやまＮＰＯ祭り・ＮＰＯ交流会に参加
・身体障害者福祉センターにて、「障がい者お仕事情報ステーション」主催
・愛媛県立子ども療育センターのバサーに参加
・ノートパソコンやカラーレーザープリンターを寄贈していただいている東京のＮＰＯ法人
イーパーツさんが取材に来られました。
・（独立行政法人）高齢・障害者雇用支援機構のケーススタディーのインタビューを受ける
ＮＰＯ法人ユニバーサルクリエート主催の「できマウス。」の講習会に参加
　



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ました。

５．企業化
　　　我々自身が研究し、商品開発・製造販売をして、障害者を雇用する。
　　　その方向に向かって進みつつあります。

・合同会社　ぶう工房　設立
・企業などとの協同事業「ＵＳＢ」スイッチ研究開発事業参加

６．就労支援事業
イ）在宅就業事業　ワーカーの育成と実務
・結婚式プロフィールビデオ制作事業
　・会報作成事業
　・ＣＡＤデータ描画事業
・遺物トレース事業
・会計データ入力代行事業
・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サポートセンターの協力による松山市支援事業
　　　　などの事業を並行して行っています。

ロ）在宅就業ネットワーク「ManufactureBU」
　　　事業は順調に進んでおり、今年度は１，０００万円超の規模を目指したいと思っていま

　ハ）他団体との共同事業
　・まつやまＮＰＯサポートセンターとの共同事業
　　　　会計データ入力代行事業
　　ホームページ作成在宅ワーカーの育成事業
　　　　情報通信月間事業「ｅラーニングを用いた障がい者就業・技能支援について」開催

　ニ）受託事業
　　・愛媛県立松山高等技術専門校　発達障害者向け講習会に講師派遣

　ホ）その他の活動
　　　　障がい者の就労について各地で各種の取り組みを見学する機会が多くなりました。
　　　　いずれの日にか、我々自身が雇用主になる事を目指したい。

・ソーシャルビジネス勉強会出席　毎月１回 １０回シリーズ
・砥部町の障害者自立支援のプログラムとその実施例の報告会にて実例を発表
・四国中央市で開催されたJC-NETジョブコーチセミナーin四国に出席
・情報通信月間行事「ｅラーニングを用いた障がい者就業・技能支援について」の講習会
・えひめ障害者就業・生活支援センター 関係者会議（八幡浜）に出席
・松山市在宅就業支援に関する検討会に出席
・中学生の職場体験受け入れ（今年も車椅子の方１人を含む３名の生徒さんが来られました）
・雇用についてハローワークに相談
・ＲＮＢコーポレーションにて八木健氏の「広沢虎造」浪曲カラオケＤＶＤの制作について、
関係者と打ち合わせ
・石川県「はぎの郷」、大阪府「豊能障害者労働センター」、兵庫県「プロップステーション」見学
・  「お仕事情報ステーション」の出席者への個別面接会
・  宇和町養護学校を訪問し、難聴児訓練機の情報収集
・  愛媛県発達障害者支援センターの職員が砥部事務所を見学
・愛媛県発達障害者支援センターを訪問
・砥部事務所にて、愛媛県発達障害者支援センター職員による「発達障害とは？」の説明会
・福祉的就労について関係者と意見交換



７．会員交流親睦事業
・忘年会
・前理事長　加藤さんが転勤のため送別会



平成20年度貸借対照表
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合計
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財産増加
額

871,509

-254,085

合　計 合　計976,424 976,424

金　額 金　額

359,000
流動資産
合計資産
の部合計

976,424

正味財産
の部合計

617,424



特定非営利活動法人ぶうしすてむ平成２０年定期総会開催通知

会員の皆様へ

拝啓
水もぬるみ、そよ風がここちよい季節となってまいりました。会員の皆様におかれまし

ては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
例年通り、下記の日程で、ぶうしすてむの定期総会を開催いたしますので、総会資料を

ご確認の上、ご出席いただきますようお願いいたします。
昨年度も多種にわたる事業運営に取り組むことができました。これもひとえに皆様の多

数のご参加、ご協力なくしては実現できなかったものであり、皆様の貴重な支援一つ一つ
が明日の活動発展に繋がってゆきます。今後も引続き、会員の皆様と組織の発展、社会貢
献につながるよう頑張る所存であります。今まで同様のご支援とご協力のほど、なにとぞ

敬具

開催日時場所

日時　平成２１年５月３０日（土曜日）午後１時３０分から
場所　松山市道後町2丁目12番11号
愛媛県身体障害者福祉センター２階研修室

※  なお、総会ご出席の場合は本総会資料をご持参ください。

総会資料
平成２０年度賃借対照表、平成２０年度決算書、財産目録、
平成２０年度事業報告書、平成２１年度事業計画書、
平成２１年度予算案、総会出欠確認状

審議事項
１　２１年度、就労部門の作業者の雇用もしくは福祉的就労への移行の検討
２　その他

※ 総会出欠確認状はがきは総会の開催に関する重要な書類となりますので、必ず、ご
返信をよろしくお願いいたします。

※ 会費を（１人年間３０００円、家族会員１５００円）とさせていただいておりま
す。ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※ 会費を２年間滞納された場合は申し訳ございませんが退会処分とさせていただきます
のでご注意ください。

　平成２１年度会費は下記の振込先へお振込みをお願いいたします。
（伊予銀行ＡＴＭからの振込みは手数料が無料になります。）

伊予銀行　問屋町支店
普通　１３６０７５９
名義　特定非営利活動法人　ぶうしすてむ

平成21年5月15日
理事長　川崎壽洋



監 査 報 告 書 

 
平成２1 年 4 月 30 日、川崎理事長および二神理事の立会いにより、平成 20

年度における会計報告等について、平成 20 年４月１日から平成２1 年３月３１

日までの監査を実施しました。 
その状況を次のとおり報告します。 
 

記 
 
監査実施日 平成２1 年 4 月 30 日（木曜日） 
場   所 松山市御幸 2 丁目 1 番 16 号 ぶうしすてむ事務所 
会   計 井上 照代 
監 査 者 宮内 美和 
立 会 人 特定非営利活動法人 ぶうしすてむ 

理事長  川崎 壽洋  
           理 事  二神 重則 
 
 
監査意見 
１ 提出された書類、計数はいずれも証票に合致し、正確に処理されていると

認められた。 
２ 会計ならびに事業の執行は、良好と認められた。 

以上 
 

           平成２1 年 4 月 30 日 
 

                   監査 宮内 美和  印 
 

Kawasaki
スタンプ




