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自平成21年４月　１日
至平成22年３月３１日

収　　　　入 支　　　　出

科　　目 金　　額(単位：円） 科　　目 金　　　額(単位：円）

事業費

会費 175,500 DVD謝金 322,000

常駐費 417,000

委託事業（講師派遣） 825,975 講師料 1,100,370

実務研修事業 5,420,673 外注費 2,655,681

PC関係費 189,259

助成金事業関連支出金 4,506,648

雑収入 45,342 事務消耗費 179,125

寄付金 538,146 公租公課 4,400

受取利息 408 通信費 303,125

水道光熱費 148,315

交通費 10,640

特定非営利活動法人ぶうしすてむ

21年度収支計算書

交通費 ,

助成金収入 3,806,000 厚生費 61,928

助成事業関連収入 202,000 サーバー管理費 140,000

振込送料 2,310

保守費 60,375

消耗備品費 83,470

研修費 12,700

小計 10,197,346

管理費

保険料 23,850

家賃 240,000

会議費 19950

広告宣伝費 10,000

事務費 115,236

小計 409,036

当期収支差額 407,662

当期収入合計 11,014,044 当期支出合計 11,014,044

 



平成 2１年度貸借対照表 

 
平成２２年３月３１日現在 

特定非営利活動法人 ぶうしすてむ 
 
                        （単位：円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 
Ⅰ 資産の部 
１．流動資産 
現    金 
普通預金 
通常貯金 

 
 

 
 

59,180 

1,049,906 

13,000 

        

 
 
 
 
 

 
 

1,122,08
6 

Ⅱ 負債の部 
1,流動負債 
未 払 金 

 
 
 
 
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期財産増加額 

 
 

97,000 
 

97,000流動負債合計 
 
負債の部合計 

 
617,424 
407,662 

97,000

流動資産合計

資産の部合計 
 1,122,08

6 
 
 
 
 

正味財産の部合計 1,025,0
86 

合 計 1,122,086 合 計 1,122,086

 



２1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 59,180

  普通預金

    伊予銀行宮西支店 4,642

    伊予銀行問屋町支店 886,477

    伊予銀行問屋町支店 100

　　伊予銀福祉口 1,169

    伊予銀行城北支店 157,518

  通常預金

    松山問屋町郵便局 13,000

流動資産合計 1,122,086

資産合計 1,122,086

Ⅱ負債の部

未払金 97,000

  流動負債合計 97,000

負債合計 97,000

Ⅲ正味財産の部

　当期正味財産増加額 407,662

  前期繰越正味財産 617,424

　　　平成22年３月３１日現在

 正味財産合計 1,025,086
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金     額    　　　　　 



金額（単位：円）

300,000

200,000

2,700,000

900,000

2,000,000

200,000

15,000

2,800,000

1,000,000

20,000

10,135,000

金額（単位：円）

200,000

240,000

230,000

300,000

2,300,000

2,000,000

2,000,000

700,000

1,000,000

360,000

240,000

100,000

45,000

15,000

50,000

5,000

50,000

50,000

100,000

150,000

10,135,000

レンタルサーバー使用料

ドメイン管理費

平成２２年度予算

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

各種販売事業

合計

支　　　　　　　　　　出

収　　　　　　　　　　入

講習会　非助成独自事業

定期勉強会

事業収入

寄付

サーバー管理費

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

特定非営利活動法人ぶうしすてむ

ＰＣ関係費用

合計

交際会議費

公租公課

交通費

福利厚生費

旅費、雑費等

予備費

消耗品（事務用品、複写機保守含む）



 
 

平成２１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市、八幡浜市、四国中央市、久万高原町で
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「動画を用いたWebサイトの作成」の講習会 
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 
  福祉医療機構助成事業 新居浜講習会 ウイメンズプラザ･福祉センター 
 福祉医療機構助成事業 ネットビジネスマスター初心者コース講習会 (株)フェローシステム 
 福祉医療機構助成事業 八幡浜講習会 くじら会議室 

  郵便事業株式会社 在宅重度障害者への研修 
 年賀寄附金助成事業 ＰＨＰ講習会 

  横須賀ﾃﾚｺﾑﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ助成 「高度なネットセキュリティーと動画Webの作成技術者養成」 
福祉医療機構助成事業 ３種の eラーニング教材の作製 
福祉医療機構助成事業「発掘遺物トレース講習会」 
久万高原町ＩＴ初心者研修 
年賀寄附金助成事業 四国中央 FLASH研修 

 
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・ＶＢ・ＣＡＤ・他の講習会に講師２名を派遣 

  ネットビジネスマスター初心者コース講習会」に講師１名を派遣 
  愛媛県立松山高等技術専門校で発達障害者向け講習会に講師２名を派遣 
 
３．パソコンボランティア活動事業 

県発達障害者支援センター パソコン分解講座 
県発達障害者支援センター パソコン組み立て講座 
県発達障害者支援センター 毎月１回のペースでパソコン講習会 
イーパーツ＋あいゆう リユースパソコン再生事業 １３台をＮＰＯや市民団体に贈呈 
 

４．広報事業および他団体との交流事業 
 
・愛媛県協働事業パートナーシップ推進事業説明会 出席 
・作業所ころころ 「ころころ祭り」出席 
・大阪市障害者職業リハビリテーションセンター 訪問･見学 
・徳島県ＮＰＯ法人ＪＣＩ・障害者支援センター「わーくわく」を見学訪問 
・世田谷ウィーキャン訪問 
・愛媛経済レポート取材 （ひのきおすいっち・難聴児訓練機） 
・独法）高齢･障害者雇用支援機構 在宅就労就業 ２０のケーススタディーに３例の掲載 
・障害者お仕事情報ステーション開催 
・子ども療育センター ボランティアによる入所児童へのパソコン教室 
・障害者の様々な働き方のＤＶＤ作製 県下１０個所のﾋﾞﾃﾞｵ撮影など 
・愛媛県視聴覚センター祭り ブース展示 
・全国ボランティアフェスティバル ブース展示 
・若草福祉センター祭り ブース展示 
・障害者問題を考える会 出席しケーススタディー発表 
・全国アビリンピック茨城大会に参加 
・ＮＰＯ市民フォーラム 
・コープ愛媛 交流会 出席 
・社会福祉法人「東京コロニー」障害者の在宅就業についてインタービュー 
・愛媛県発達障害者支援センター・支援センターくじら主催 障害者の働くを考えるに出席 
・隔月で会員向けの「ぶうしすてむ通信 コスモス」を発行 



 
 

 
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 
・ホームページ作成事業 
  

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す。 

 
 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 

・愛媛県松山高等技術専門校受託事業 求職者向け 実践能力習得科研修 
 

 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。 

 
・ＮＰＯ自主財源開発セミナー出席 毎月１回 ６回シリーズ 
・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 
・カラオケ大会 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

平成２２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 
     公益ショッピングモール事業 
 

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。 
・チラシ・ポスター・冊子の作成と配布。 
・ホームページで活動報告やイベント告知などを行う。 
 

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。 

ホームページ作成事業、ＣＡＤデータ描画事業、ビデオ編集事業、 
会報作成事業、発掘遺物デジタル事業、住宅間取り作成、その他事業 

 
事業規模と事業内容 
事業規模 

   １９年度 ７２２万円 
   ２０年度 ８４１万円 
   ２１年度 １１０１万円 
   ２２年度も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。 

 




