
特定非営利活動法人　地域ひといき

項目 予算額 備考

Ⅰ　収入の部（法人全体）

　１　受取会費収入

　　　企業会員受取会費 100,000 ２０，０００－×５社

　　　正会員受取会費 100,000 １０，０００－×１０名

　　　賛助会員受取会費 50,000 ５，０００－×１０名

計．　　　 250,000

　２　受取寄付金

　　　寄付会員受取会費 75,000 ３，０００－×２５名

　　　受取寄付金 100,000

　　　募金収入 100,000

計．　　　 275,000

　３　その他の収益

　　　助成金収入 100,000 各種申請予定

　　　補助金収入 500,000 コロナ関連補助金

　　　奨励金収入 2,000,000 キャリアアップ助成金等

計．　　　 2,600,000

　４　事業収益

　　　保育所事業 124,693,220 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載

　　　学童児支援事業 716,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　夜間養育支援事業 50,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載

　　　カウンセリング事業 250,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　育児知識等啓発事業 200,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　集い場所の提供事業 20,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　育児用品リサイクル事業 100,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　育児支援員仲介事業 10,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

　　　職業紹介再就職支援事業 150,000 ※詳細はⅡ事業別詳細に記載（収益事業）

計．　　　 126,189,220

　５　その他の収益

　　　受取利息収入 212,248

　　　保険料収入 100

　　　雑収入 360,000

計．　　　 572,348

　　　当期収益合計（A) 129,886,568

　　　前期繰越収支差額（B) 115,139,960

２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日　　　　　　　　（単位　　　円）

２０２１年度　特定非営利活動に係る活動収支予算書



（単位　　円）

項目 予算額 備考

Ⅱ　収入の部（事業別詳細）

　１　保育所事業

　◎委託料収入

　　　基本分委託 82,744,380 利用予想より概算

　　　病児対応型保育補助 8,041,000 利用50人以上、200人未満

　　　体調不良型保育補助 4,499,000 定額

　　　預かりサービス加算 2,676,000 利用300人未満

　　　連携推進加算 4,647,000 定額

　　　補助者雇上加算 2,333,000 定額

　　　処遇改善加算Ⅰ 2,000,000

　　　処遇改善加算Ⅱ 1,902,840

　　　保育利用給付 8,400,000 今年度予測より概算

　　　防犯強化加算 200,000

　◎保護者収入

　　　月極保育料収入 4,000,000 今年度予測より概算

　　　減免企業負担分収入 100,000 前年度より概算

　　　延長保育料収入 50,000 前年度より概算

　　　特定保育料収入 750,000 前年度より概算

　　　特別保育料収入 250,000 前年度より概算

　　　園児給食費収入 1,250,000 前年度より概算

　　　職員給食費収入 750,000 前年度より概算

　　　イベント収入 100,000 前年度より概算

保育所事業収入合計 124,693,220

　２　学童児支援事業

　　　利用料収入（サンライズ） 300,000 (25000円×12ヶ月)

　　　利用料収入（子ども食堂） 216,000 100円×20食×4回×6か月＋補助金(168000)

　　　利用料収入（小学生キャンプ） 200,000 （10000円×20名）

学童児支援事業収入合計 716,000

　３　夜間養育支援事業

利用料収入合計 50,000 前年度決算より概算

　４　カウンセリング事業

利用料収入合計 250,000 5000円×50回

　５　育児知識等啓発事業

　　　講師等委託金 100,000

　　　利用料収入等 100,000 著書販売も含む

育児知識等啓発事業収入合計 200,000

　６　集いの場所の提供事業

利用料収入合計 20,000 500円×20回

　７　育児用品リサイクル事業

利用料収入合計 100,000 前年度決算より概算

　８　育児支援員仲介事業

仲介料収入合計 10,000 前年度決算より概算

　９　職業紹介再就職支援事業

紹介料収入合計 150,000 50000円×3名



（単位　　円）

項目 予算額 備考

Ⅲ　支出の部（法人全体）

　　　保育所事業（大塚わくわく園） 124,440,188 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　学童児支援事業 648,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　夜間養育支援事業 45,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　カウンセリング事業 210,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　育児知識等啓発事業 50,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　集い場所の提供事業 20,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　育児用品リサイクル事業 50,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　育児支援員仲介事業 10,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

　　　職業紹介再就職支援事業 75,000 ※詳細はⅣ事業別詳細に記載

事業費計．　　　 125,548,188

　２　管理費（地域ひといき運営）

　　　　役員報酬 1,000,000

　　　　広告宣伝費 200,000

　　　　イベント費 50,000

　　　　地代・家賃 1,800,000 地域ひといき事務所

　　　　経営消耗品費 50,000

　　　　経営備品費 50,000

　　　　発送製本費 50,000 会報分

　　　　諸会費 50,000 各団体

　　　　総会費用 5,000 お茶菓子等

　　　　交際費 25,000

　　　　借入金利息 400,000

　　　　租税・公課 100,000

　　　　雑費 58,380

管理費計．　　　 3,838,380

　　◎その他の管理費

　　　　予備費 500,000 ※いきいき園申請書類等経費

　　　当期支出合計（Ｂ） 129,886,568

　　　当期収支差額（A-B） 0

　　　長期借入金返済予定 0

　　　次期繰越収支差額 115,139,960



（単位　　円）

項目 予算額 備考

Ⅳ　支出の部（事業別詳細）

 １　大塚わくわく園

　◎事業費人件費

　　　給与支出（正社員） 30,000,000 月2500000円

　　　給与支出（連携推進員） 2,478,120 月206510円

　　　給与支出（その他職員） 15,247,200 月1270600円

　　　賃金支出（保育者） 7,200,000 月600000円

　　　賃金支出（連携推進員） 1,200,000 月100000円

　　　賃金支出（その他職員） 4,800,000 月400000円

　　　賞与支出(正社員) 10,000,000

　　　寸志支出(パート) 200,000

　　　法定福利費 9,013,424 社員*15.5%＋パート*0.5%

　　　退職金支出 3,600,000 30万×12ヶ月

　　　福利厚生費 500,000 職員健診費＋誕生日プレゼント

　　　嘱託職員報酬 1,338,000 嘱託医15万、士業等118.8万

　　　有償ボランティア支出 50,000

計．　　　 85,626,744

　◎その他事業費

　　　事業消耗品費 2,000,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　衛生消耗品費 400,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　布（紙）おむつ費 300,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　選択クラス委託費 1,000,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　事業備品費 50,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　給食食材費 4,000,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　職員検便費 150,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　児童健診・検査費 10,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　職員研修費 750,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　広告宣伝費 500,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　イベント費 200,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　AEDレンタル費 69,960 前年度および試算シートを元に算定

　　　ＩＣＴシステム利用料 500,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　事業発送費 100,000 前年度および試算シートを元に算定

　　　雑事業費 300,000 前年度および試算シートを元に算定

その他事業費計．　　　 10,329,960

事業費計．　　　 95,956,704



項目 予算額 備考

　◎管理費人件費

　　　施設長給与 5,912,400

　　　施設長賞与 1,478,100

　　　施設長法定福利費 1,071,623 賃金総額*14.5%

　　　施設長福利厚生費 10,000

計．　　　 8,472,123

　◎その他管理費

　　　水光熱費 1,800,000 15万×12ヶ月

　　　地代・家賃 1,080,000 駐車場等9万×12ヶ月

　　　リース料 510,480 42540円×12か月

　　　施設改修費 200,000 防犯カメラ20

　　　施設修繕費 300,000 電気工事等

　　　経営消耗品費 750,000

　　　経営備品費 300,000

　　　保　険　料 600,000 前年度より概算

　　　電話通信費 220,000 前年度より概算

　　　施設警備費 326,040 27170円×12か月

　　　設備点検費 361,360 21780円×12か月＋消防点検10万

　　　運搬発送費 5,000

　　　新聞図書費 100,000

　　　諸　会　費 30,000

　　　車両燃料費 20,000

　　　旅費交通費 2,500

　　　振替手数料 100,000

　　　交　際　費 5,000

　　　減価償却費 11,490,981 会計ソフトより確定

　　　借入金利息 600,000 会計ソフトより概算

　　　各種手数料 50,000

　　　租税　公課 1,150,000

　　　雑管理費 10,000

その他管理費計．　　　 20,011,361

　　◎その他の経費

　　　予備費 0

　　　借入金返済 7,253,037 会計ソフトより概算（減価償却費倒）

管理費計．　　　 28,483,484

保育施設事業（大塚わくわく園）
支出合計　　収支差額

124,440,188 253,032



（単位　　円）
項目 予算額 備考

　２　学童児支援事業
　　◎事業費人件費
　　　賃金（学習塾・子ども食堂） 360,000 30000円×１２ヶ月
　　　賃金（キャンプ） 40,000 小学生キャンプ付添い２名×２日
　　　有償ボランティア 40,000 学生ボランティア5000円×8名
　　　法定福利費 3,000 労働保険料

計．　　　 443,000
　　◎その他事業費
　　　キャンプ事業費 120,000 宿泊費、交通費等
　　　子ども食堂食材費 60,000 食材

事業費計．　　　 623,000
　　◎その他管理費
　　　管理費 25,000 コピー用紙、インク代

管理費計．　　　 25,000

　３　夜間養育支援事業
　　◎その他事業費
　　　養育食事費 20,000 前年度決算より概算
　　　おでかけ費用 20,000 前年度決算より概算
　　　事業費用消耗品費 5,000 前年度決算より概算

　４　カウンセリング事業
　　◎事業費人件費
　　　賃金（エステティシャン） 75,000 1.5時間×50回＝75時間×1000円
　　◎その他事業費
　　　広告宣伝費 0
　　　電話通信費 60,000 5500円×12か月
　　　エステ消耗品費 75,000 1500円×50回

　５　育児知識等啓発事業
　　◎その他事業費
　　　　事業消耗品費 50,000

　６　集い場所の提供事業
　　◎水光熱費 20,000

　７　育児用品リサイクル事業
　　　　事業消耗品費 5,000
　　　　事業用発送費 25,000
　　　　通信費 20,000

　８　育児支援員仲介事業
　◎事業費人件費
　　　有償ボランティア 10,000 支援員委託料

　９　職業紹介再就職支援事業
　◎事業費人件費
　　　賃金（紹介責任者） 75,000

学童児支援事業
支出合計　収支差額
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