
 

令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 書 
(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで) 

 

ＮＰＯ法人いきいきアクティビティサービス 

 

１ 事業の成果 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度以降、子どもの体験活動事業「チャレンジ体

験スクール」は、２年間の活動中止を余儀なくされました。このことにより、子どもたちの貴重な体

験活動の場が失われたばかりでなく、これまで良好な関係で継続できていた学生リーダーの継承も途

絶える寸前に追い込まれました。同様に高齢者サービス等のレクリエーションサービス事業が提供で

きなくなるなど、本法人にとっても多大な負の影響がありました。 

しかしながら、令和３年度は、サービスの提供方法について、検証、検討し、実現可能な方法を確

立したことにより、子どもの体験活動事業を再スタートすることができました。 

併せて、高齢者に対するレクサービス事業もコミュニケーションの必要性や心を元気にする活動を

オンラインで提供できるようスキームを変更し、事業の継続を図りました。また、これまでに蓄積し

たレクリエ－ション活動のノウハウを整理し、まとめることもできました。 

広島県教育委員会と連携し取り組んできた親子のふれあい遊びについては、今年度は、家庭で活用

出来る遊びの提供を広島県教育委員会のホームページ等を通じて発信することに協力しました。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事業内容 実施日時 実施場所 
従事者 

の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

事業の金額 

（千円） 

①高齢者への

介護予防事業 
－ － － 0人 0人 0 

②高齢者や障

がい者等の社

会福祉サ－ビ

ス利用者への

レクリエーショ

ンサービス事

業 

レクリエー

ションサー

ビス 

＜定期＞ 

各施設 

月1～4回 

・ラウンドコスモス大宮 

・特養ホ－ム春日野園 

・ディサ－ビスまごころ、 

・ディサ－ビスひまわり 

・グループホームガ－デンの

家落合 

1人 

〃 

〃 

〃 
施設利用者

等 

 

6～40人 

 

308 

<単発> 

・五月ケ丘公民館 

・東広島市健康大学 

・瀬野川高齢者サロン 

1人 

〃 

〃 

 

 

③職員やボラ

ンティアへの教

育などの事業 

レクリエー

ション指導

法講座 

＜定期＞ 

2ケ月1回 

 

・小規模多機能ホ－ム豊邑苑 
1人 

 

施設職員 

2人 
215 

<単発> 

・呉市社会福祉協議会 

・呉市レクリエ－ション協会 

・島根県太田町社会福祉協

議会 

・呉市保育連盟 

   



 

④子どもたち

への体験活動

事業 

・チャレン

ジ体験スク

ール 

 

7月～3月

全5回 

２コ－ス 

広島市野外活動センタ-・似

島臨海少年自然の家、広島

市水内川、広島市中央公民

館・宮島 

36人 
小学１年生～ 

高校生65人 
1,979 

⑤学生や社会

人への体験活

動を通した教

育事業 

－ － － 0人 0人 0 

⑥その他この

法人の目的を

達成するため

に必要な事業 

－ － － 0人 

 

0人 

 

0 

 

 



 

令和３年度活動計算書    令和３年 4月 1日から令和４年 3月 31日まで 

科    目  金  額 （単位：円） 

Ⅰ 経常収益    

１． 受取助成金等    

  受取国庫補助金 414,457   

  受取民間助成金  414,457  

２． 事業収益    

  介護予防事業収益    

  ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ事業収益 500,000   

  職員等教育事業収益 228,480   

  体験活動事業収益 2,559,000   

  学生等教育事業収益    

  その他非営利事業収益  3,287,480  

３． その他収益    

  受取利息 27   

  消費税還付金、施設利用費返還金 261,230 

 

261,257  

 経常収益計   3,963,194 

Ⅱ 経常費用    

１． 事業費    

 (1) 人件費    

   役員報酬    

   役員退職慰労引当金繰入額    

   人件費計 0   

 (2) その他経費    

   会場宿泊利用料 100,720   

   旅費交通費 884,603   

   通信運搬費 

 

 

272,182   

   研修費 57,050   

   食料費 272,989   

   消耗品費 288,813   

   印刷製本費 4,690   

   賃借料 294,000   

   保険料 68,061   

   諸謝金 258,550   

   雑費    

   その他経費計 2,501,658   

  事業費計  2,501,658  

２． 管理費    

 (1) 人件費    

   役員報酬 1,200,000   

   役員退職慰労引当金繰入額 4   

   人件費計 1,200,004   

 (2) その他経費     

   会場宿泊利用料    

   旅費交通費 23,920   

   通信運搬費 31,243   

   研修費 27,100   

   食料費    

   消耗品費 7,383   

   印刷製本費 10   

   水道光熱費    

   賃借料    

   保険料 181,452   

   諸謝金    

   雑費 39,619   

   その他経費計 310,727   

   管理費計  1,510,731  

 経常費用計   4,012,389 

  当期正味財産増減額    △49,195 

  前期繰越正味財産額    2,202,424 

  次期繰越正味財産額  

 

 

  2,153,229 
※ その他の事業は実施を規定していません。      
 

 

  

ＮＰＯ法人いきいきアクティビティサービス 
 



 

ＮＰＯ法人いきいきアクティビティサービス 

令和３年度 貸借対照表    令和４年 3月 31日現在 
科    目  金  額 （単位：円） 

Ⅰ 資産の部    

1. 流動資産    

  現金預金 2,153,292   

  流動資産合計  2,153,229  

2. 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

   什器備品 0   

   有形固定資産計 0   

 (2) 投資その他の資産    

   役員退職慰労引当資産 600,022   

   投資その他の資産計 600,022   

  固定資産合計  600,022  

 資産合計   2,753,251 

Ⅱ 負債の部    
1. 流動負債    

   短期借入金    

  流動負債合計  0  

2. 固定負債    

   役員退職慰労引当金 600,022   

  固定負債の合計  600,022  

 負債合計   600,022 

Ⅲ 正味財産の部    

   前期繰越正味財産  2,202,424  

   当期正味財産増減額  △49,195  

 正味財産合計   2,153,229 

 負債及び正味財産合計   2,753,251 

 
ＮＰＯ法人いきいきアクティビティサービス 

令和３年度 財産目録     令和４年 3月 31日現在 

科    目  金  額 （単位：円） 

Ⅰ 資産の部    

1. 流動資産    

  現金預金    

   手元現金 144,177   

   広島銀行普通預金 2,009,052   

  流動資産合計  2,153,229  

2. 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

   什器備品    

   有形固定資産計    

 (2) 投資その他の資産    

   役員退職慰労引当資産    

    労働金庫普通預金 600,022 

600,022 

600,022 

  

    広島銀行普通預金   

   投資その他の資産計   

  固定資産合計  600,022  

 資産合計   2,753,251 

Ⅱ 負債の部    
1. 流動負債    

  流動負債合計    

2. 固定負債    

   役員退職慰労引当金 600,022   

   短期借入金    

  固定負債の合計  600,022  

 負債合計   600,022 

 正味財産  

 

 2,153,229 

 


