
平成 29年度の事業報告書 

平成 29年 4月１日から平成 30年 3月 31日まで 

 

特定非営利活動法人岩手未来機構 

１ 事業の成果 

  平成２９年度は、岩手県の社会的課題である自殺率の高さに対し、アートで働きかける事業を活動の基軸とし、

言葉ではない自己表現と多様な表現の１つとして、アートを被災地の多くの方々に広げていくことに力を注ぎまし

た。このほか、岩手県の「いわてマンガ大賞コンテスト」委託事業を行い、団体としての活動にも広がりが生まれま

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 

（定款に記載した

事業） 

具体的な事業内容 （Ａ）当該事業の実施日時 

（Ｂ）当該事業実施場所 

（Ｃ）従事者の人数 

（Ｄ）受益対象者の範囲 

（Ｅ）人数 

収支計算書の

事業費の金額

（単位：千円） 

 

地域文化を活か

した地域間交流

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県委託事業 

第７回 

いわてマンガ大賞コン

テスト委託事業 

 

①コンテスト募集 

（Ａ）H29年 5月～11月 

（Ｂ）全国 

（Ｃ）10人 

 

②コンテスト周知イベント 

（Ａ）H29年 8月６日 

（Ｂ）盛岡市フェザン 

（Ｃ）3人 

 

③審査会の開催 

（Ａ）H29年 10月 

（Ｂ）盛岡市 

八幡平 

（Ｃ）5人 

 

④コンテスト受賞作掲載 

マガジン制作 

（Ａ）H29年 11月 

（Ｂ）岩手県内 

（Ｃ）20人 

 

⑤表彰式 

（Ａ）H29年 11月２６日 

（Ｂ）盛岡駅フェザン 

（Ｃ）6人 

 

⑥PR小冊子発行 

（Ａ）H30年３月 

（Ｂ）岩手県内 

（Ｃ）10人 

 

（D）全国の不特定多数 

（E）不特定多数 

 

 

 

2,956 



 

本物の美術・芸

術を被災地に浸

透させる事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県NPO復興支援補助

金事業 

 

自己表現の機会を広げる

アート支援活動 
 

 

 

長友心平 

写真トレースによる絵

画制作ワークショップ 

（Ａ）H29年 7/8  7/9 

（Ｂ）岩泉町 盛岡市  

（Ｃ）各 5人 

 
ロサリア・イｱｾﾞｯﾀ 

彫刻ワークショップと

対話 

（Ａ）H29年 7/30  8/6 

（Ｂ）大槌町 盛岡市 

（Ｃ）各 5人 

 
ジェニファー・クラーク 

文化人類学の話とシア

ノタイプ（日光青写真）

のワークショップ 

（Ａ）H29年 9/2  9/3 

（Ｂ）岩泉町  盛岡市  

（Ｃ）各 5人 

 
多田誠 

ものづくりサロン「端材

de木工」 

（Ａ）H29年 9/23 

（Ｂ）大槌町 

（Ｃ）5人 

 

Ana D’apuzzuo 

ファッションと建築の

ワークショップ と交流 

（Ａ）H29年 11/13 11/14 

（Ｂ）野田町  盛岡市  

（Ｃ）各 5人 

 
ホセ・マリア・シシリア 

不思議な体験を語り合

う会 

（Ａ）H29年 12/24 

   12/27～31 

（Ｂ）盛岡市 奥州市 

（Ｃ）各 5人 

 
MATSUDA98 

MATSUDA98イラストワー

クショップ 

（Ａ）H30年 3/16  3/17 

（Ｂ）久慈市  盛岡市  

（Ｃ）各 5人 

 

エルインスタンテ財団 

命と時間と食のワーク

「星屑屋台」 

 

 

（Ｄ）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）16人 

 

 

 

 

 

 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）14人 

 

 

 

 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）18人 

 

 

 

 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）１３人 

 

 

 

 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）38人 

 

 

 

 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）16人 

 

 

 

 

 

（D）岩手県大学生、専

門学校生 

（E）32名 

 

 

 

 

4,170 

 



（Ａ）H29年 3月 23日 

３月 24日 

（Ｂ）盛岡市スコーレ高校 

久慈市慈光寺 

（Ｃ）各 30人 

（D）岩手県内の被災地

域住民 

（Ｅ）135人 

 

 

いわてアートプロジェクト 

アート事業 

 

桜プロジェクト 

（Ａ）H29年 4月 

（Ｂ）盛岡市内 

  弘前城講演 

（Ｃ）20人 

（Ｄ）一般市民 

（Ｅ）不特定多数 

 

1,455 

Rosaria Iazetta 

岩手の社会的課題調査 

（Ａ）H29年 7月 ～8月 

（Ｂ）岩手県内の 4か所 

盛岡・県南・県北・沿岸 

（Ｃ）10人 

（Ｄ）一般市民 

（Ｅ）不特定多数 

 

AnaD’apuzzuo 

ワークショップ 

（Ａ）H29年 11月 

（Ｂ）支倉学園（仙台） 

（Ｃ）5人 

作品展示 

（Ａ）H29年 11月 

（Ｂ）仙台 S-PAL 

（Ｃ）5人 

 

 

（Ｄ）学生 

（Ｅ）50人 

 

 

（Ｄ）不特定多数の方々 

（Ｅ）のべ 200人 

 

 

被災地住民のカ

ウンセリング事業 

【岩手県赤い羽根助成事

業】 

記憶と心を癒すためのア

ートセラピーサロン活動 

（Ａ）H29年 9月～１２月の

月１回（全４回） 

（Ｂ）普代村教育委員会 

（Ｃ）各回 3人 

（Ｄ）普代村 

地域住民 

（Ｅ）のべ 80人 
291 

【心と女性のプロジェクト】 

 セラピーイベント事業 

（Ａ）H29年 6月 

（Ｂ）くずまき高原牧場 

（Ｃ）6人 

 

（Ａ）H29年 1月 

（Ｂ）盛岡イオン 

（Ｃ）6人 

 

（Ｄ）被災者と地域住民 

（Ｅ）約 10人 

 

（Ｄ）被災者と地域住民 

（Ｅ）約 50人 

 

50 
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平成29年度　決　算　報　告　書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人岩手未来機構



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 33,153 
      普通　預金 210,288 
        現金・預金 計 243,441 
    （売上債権）
      未　収　金 4,287,162 
        売上債権 計 4,287,162 
          流動資産合計 4,530,603 

            資産の部  合計 4,530,603 

  【流動負債】
    未　払　金 902,467 
    短期借入金 5,251,956 
      流動負債  計 6,154,423 
        負債の部  合計 6,154,423 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 △ 2,164,821 
    当期正味財産増減額 541,001 
      正味財産　計 △ 1,623,820 
        正味財産の部  合計 △ 1,623,820 

          負債・正味財産合計 4,530,603 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人岩手未来機構
平成29年度　貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 33,153 
        現　　　金 (33,153)
      普通　預金 210,288 
        ゆうちょ銀行191 (14,152)
        岩手銀行本店 (6,051)
        ゆうちょ銀行61 (101,119)
        みずほ銀浦和88 (55,269)
        東北銀行本店 (6,587)
        みずほ銀行盛岡65 (27,040)
        盛信本店 (70)
        現金・預金 計 243,441 
    （売上債権）
      未　収　金 4,287,162 
        売上債権 計 4,287,162 
          流動資産合計 4,530,603 
            資産の部  合計 4,530,603 

  【流動負債】
    未　払　金 902,467 
    短期借入金 5,251,956 
      流動負債  計 6,154,423 
        負債の部  合計 6,154,423 

        正味財産 △ 1,623,820 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人岩手未来機構
平成29年度　財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 36,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 3,304,319 
  【受取助成金等】
    受取助成金 518,705 
    受取補助金 3,506,295 4,025,000 
  【事業収益】
    事業　収益 132,984 
    受託事業収益 2,956,512 3,089,496 
  【その他収益】
    受取　利息 4 
        経常収益  計 10,454,819 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      アルバイト賃金(事) 3,324,967 
        人件費計 3,324,967 
    （その他経費）
      事業　支出 9,828 
      行事費用 664,988 
      業務委託費 421,400 
      諸　謝　金 555,480 
      印刷製本費(事業) 1,306,628 
      広告宣伝費 70,800 
      旅費交通費(事業) 2,197,805 
      車　両　費(事業) 4,713 
      車両燃料費（事業） 81,253 
      通信運搬費(事業) 43,316 
      消耗品　費(事業) 160,058 
      水道光熱費(事業) 38,000 
      賃  借  料(事業) △ 74,980 
      租税　公課(事業) 51,000 
      支払手数料(事業) 13,881 
      雑　　　費(事業) 28,414 
      その他事業支出 25,000 
        その他経費計 5,597,584 
          事業費  計 8,922,551 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      会　議　費 5,685 
      旅費交通費 28,760 
      車両燃料費 2,021 
      通信運搬費 158,553 
      消耗品　費 60,963 
      水道光熱費 51,237 
      地代　家賃 582,200 
      接待交際費 34,470 
      諸　会　費 12,000 
      租税　公課 6,000 
      業務委託費 34,560 
      支払手数料 1,770 
      雑　　　費 13,048 
        その他経費計 991,267 

平成29年度　活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人岩手未来機構



平成29年度　活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人岩手未来機構
          管理費  計 991,267 
            経常費用  計 9,913,818 
              当期経常増減額 541,001 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 541,001 
          当期正味財産増減額 541,001 
          前期繰越正味財産額 △ 2,164,821 

          次期繰越正味財産額 △ 1,623,820 

【活動計算書の注記】
　
　当該年度はその他の事業を実施していません



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
2,638,923 5,213,033 2,600,000 5,251,956

合計 2,638,923 5,213,033 2,600,000 5,251,956

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

（活動計算書）

活動計算書計

平成29年度　財務諸表の注記
平成30年 3月31日 現在特定非営利活動法人岩手未来機構
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