
平成２３年度事業報告書 

特定非営利活動法人 情報社会生活研究所 

１ 事業の成果 

① 普及啓発事業：哲学カフェが好評。また今年度は商工会でセミナーを開催。ウェブサイト「chieclip」も引き

続き運営。新しくソーシャルメディア時代のまちづくりを考える「S.C.Revo」プロジェクトも開始した。 

② 事業活動への助言又は支援事業：地域メディアサイト運営を継続支援。また、今年度は草莽塾に加え山南拠点

の中岡塾を支援した。 

③ 地域振興への助言又は支援事業：「恐竜 info」「定住 info」「有機の里.com」を引き続き支援。新しく丹波市子

育てサイト「すくすくポケット」の運営を支援することになった。公益団体では、商工会の「まるごと情報館」

の運営支援を新しく行った。また、夏には兵庫県のホームページ用の動画作成を委託制作、また、丹波県民局

「大丹波観光推進事業」の支援も行った。新しく農業グランプリを開催、40 件の応募があり、にぎわった。 

④ 情報社会に関する調査研究事業：研究員を「TechWave」に派遣。セミナー等に活かした。 

２ 事業の実施に関する事項（ 特定非営利活動に係る事業） 

定款の事業名 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 

支出額 

(千円) 

情報社会生活

に関する普及

啓発 

哲学カフェ 毎月 丹波市及び篠

山市 

３人 各回 15 名程度 

42,550 
セミナー支援 ９月 丹波市商工会 １人 商工会員等 

知恵クリップ運営 通年 事務所 ５人 読者（約 4000 人）等 

S.C.Revo 運営 通年 事務所 10 人 S.C.Revo メンバー及び

閲覧者 

情報社会にお

ける事業活動

への助言又は

支援 

地域メディアサイ

ト運営支援 

通年 丹波市内 ２人 丹波新聞社及び不特定

多数 
252,000 

経営者塾支援 通年 丹波市内 ２人 草莽塾及び中岡塾参加

者約 30 名 

情報社会にお

ける地域振興

への助言又は

支援 

恐竜化石を活かし

たまちづくり支援 

通年 兵庫丹波地域

内等 

２人 協議会会員及び恐竜

info閲覧者 

6,121,846 

丹波市定住促進事

業支援 

通年 丹波市内等 ２人 会議委員及び定住 info

閲覧者 

丹波市有機の里づ

くり推進事業支援 

通年 丹波市内等 ２人 協 議 会 会 員 及 び

yukinosato.com閲覧者 

丹波市子育て支援

サイト運営支援 

１月～ 丹波市内 ２人 t-kodomo.jp（すくすく

ポケット）閲覧者 

公益団体サイト運

営支援 

通年 丹波市内 １人 商工会、柏原ロータリ

ークラブ、柏原高校同

窓会 

兵庫県動画チャン

ネル制作 

７月 篠山市 ２人 不特定多数 

農業グランプリ主

催 

7月～3

月 

丹波市内 ２人 不特定多数 

丹波の里塾支援 通年 丹波市内 １人 不特定多数 

大丹波スイーツフ

ェア支援 

7月 篠山市 １人 不特定多数 

情報社会に関

する調査研究 

TechWave 講習会の

受講 

7 月～

10 月 

大阪 １人 会員 
94,500 

 



科目
(資金収支の部)
Ⅰ　経常収入の部
　１　会費・入会金収入

　　　正会員の会費・入会金収入 60,000

　　　賛助会員の会費・入会金収入 14,000 74,000
　２　事業収入

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 596,000

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 360,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 1,307,640

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 0

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 0 2,263,640

　３　寄付金収入

　　　寄付金 167,250 167,250
　４　補助金・助成金収入
　　　補助金 3,309,740

　　　助成金 0 3,309,740
　　　　経常収入合計 5,814,630

Ⅱ　経常支出の部
　１　事業費

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 42,550

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 252,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 6,121,846

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 0

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 94,500 6,510,896
　２　管理費   

　　　役員報酬 0

　　　給料手当 0

　　　雑給 0

　　　法定福利費 0

　　　会議費 28,503

　　　租税公課 1,000

　　　旅費交通費 0

　　　通信運搬費 2,420

　　　消耗什器備品費 0

　　　消耗品費 55,438

　　　水道光熱費 0

　　　諸会費 229,000

　　　地代家賃 0

　　　雑費 5,602 321,963
　　　　経常支出合計 6,832,859

　　　経常収支差額 -1,018,229

Ⅲ　その他資金収入の部
　１　借入金収入

　　　長期借入金 0 0

　２　受取利息 234 234

　３　その他事業からの繰入金収入 0 0
　　　　その他資金収入合計 234

Ⅳ　その他資金支出の部
　１　借入金返済

　　　長期借入金 0 0
　２　支払利息

　　　支払利息 0 0
　３　予備費

　　　予備費 0 0
　　　　その他資金支出合計 0

　　　その他資金収支差額 234

　　　当期収支差額 -1,017,995

　　　前期繰越収支差額 2,724,537

　　　次期繰越収支差額 1,706,542

金額（単位：円）

平成２３年度　特定非営利活動に係る会計収支計算書

　　平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

特定非営利活動法人　　情報社会生活研究所



（正味財産増減の部）

Ⅴ　正味財産増加の部

　１　資産増減額
　　　当期収支差額（再掲） -1,017,995 -1,017,995
　２　負債減少額
　　　当期負債減少額 0
　　　　正味財産増加額合計 -1,017,995

Ⅵ　正味財産減少の分
　１　資産減少額
　　　当期収支差額（再掲、マイナスの場合）
　２　負債増加額
　　　当期負債増加額 0
　　　　正味財産減少額合計 0

　　　当期正味財産増減額 -1,017,995

　　　前期繰越正味財産額 2,724,537
　　　当期正味財産合計 1,706,542



科目
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金 0
　　　　預金 1,864,142
　　　　未収金 0
　　　　仮払金 0
　　　流動資産合計 1,864,142

　２　固定資産
　　　　固定資産 0
　　　固定資産合計 0
　　　
　　　資産合計 1,864,142

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　未払金 157,600
　　　　前受金 0
　　　　仮受金 0
　　　　短期借入金 0
　　　流動負債合計 157,600

　２　固定負債
　　　　長期借入金 0
　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 157,600

Ⅲ　正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 2,724,537
　　　当期正味財産増減額 -1,017,995
　　　　正味財産合計 1,706,542

　　　　負債及び正味財産合計 1,864,142

平成２３年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

　　平成２４年３月３１日現在
特定非営利活動法人　情報社会生活研究所

金額（単位：円）



科目・摘要
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金預金
　　　　　現金 現金手許有高 0
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・非 1,706,615
　　　　　普通預金　郵便局・シフト 0
　　　　　普通預金　イーバンク銀行 157,527
　　　　流動資産合計 1,864,142

　２　固定資産
　　　　土地 0
　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 1,864,142

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　短期借入金 0
　　　　未払金 157,600
　　　　流動負債合計 157,600

　２　固定負債
　　　　長期借入金 0
　　　　退職給与引当金 0
　　　　固定負債合計 0

　　　　負債合計 157,600

　　　　正味財産 1,706,542

金額（単位：円）

平成２３年度特定非営利活動に係る会計財産目録

　　平成２４年３月３１日現在
特定非営利活動法人　情報社会生活研究所


