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　　　　持ち込み・友人同伴歓迎

●目次

平成２４年度事業報告・・・・・・・・・・・ 　２p
平成２５年度事業計画・・・・・・・・・・・ １５p
定款変更について・・・・・・・・・・・・・ １９p
役員改選案・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０p



　2011 年 3月 11日の東日本大震災から 2年が過ぎました。

復興支援に貢献するコミュニティビジネス Enチームの活動、本当にお疲れさまでした。

Enという名に込められた、出会いの「縁」、復興を支「援」すること、震災の痛みに寄

り「沿」うこと、そして「円」満な生活への希求は、あおもりＮＰＯサポートセンター

の地域コミュニティを楽しく豊かにする「Enの下のチカラ持ち」の活動そのものです。

　ＮＰＯ等「新しい公共」の担い手の自立的活動を後押しするための活動基盤の整備、

協働推進を目標にした、あおもり新しい公共支援事業運営委員会も平成 25年 5月で、

13回目の運営委員会開催となりました。

「新しい公共」の拡大と定着にこれからも継続して取り組んでまいりたいと思います。

　平成 24年 5月 11 日に設立しました一般財団法人「青い森地域創造基金」も、第１

回ＮＰＯ地域活動資金助成を２団体に助成決定いたしました。

市民の方々の地域貢献をしたいという志を支援し、地域課題を解決したいという想いを

実現させるため、新しい寄付の仕組みを創るという取り組みを確実にしていくためにも、

寄付という社会貢献活動に、今後も取り組んでまいりたいと思います。

また、「王余魚沢倶楽部」もオープンの予定で準備をすすめてまいりたいと思っています。

　私たちの手で公共を創り出す、社会を変えるを仕事にする、あおもりＮＰＯサポート

センターの総会です。

　会員の皆さまには、多数ご出席くださいますようお願いいたします。

日　時：平成２５年５月２５日（土）１１時００分　～　１２時１５分

場　所：青森市新町１−１３−７　和田ビル２階

１、開会の辞

２、理事長挨拶

３、定足数の報告

４、議長選出

５、議事録作成者及び署名人の選出

６、議事

　　（１）	 平成２４年度事業成果報告について　　　　　　　　２P～

　　（２）	 平成２４年度活動計算書等報告について　　　　　　　

　　（３）	 平成２４年度会計監査報告について　　　　　　　

　　（４）	 平成２５年度事業計画について　　　　　　　　　１５P～

　　（５）	 平成２５年度活動予算について　　　　　　　　　

　　（６）	 定款変更について　　　　　　　　　　　　　　　１９P

　　（７）	 役員の改選について　　　　　　　　　　　　　　２０P

７、その他

　　（１）仮認定取得の報告

８、お知らせ

９、閉会

仮認定特定非営利活動法人

あおもりNPOサポートセンター
平成２5年度総会次第

	 	
平成２５年度総会にあたり
仮認定特定非営利活動法人
あおもりＮＰＯサポートセンター
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あおもり NPO プラット
フォーム構想の具体化 行政との協働

「あおもりNPOプラットフォーム構想」は、東奥日報社・プランニングネットワーク東北・あおもりNPO

サポートセンターが中心となり、県内外の市民活動団体	や企業等と穏やかなネットワークを構築し、情報

の共有を行うとともに、事業の協力を行いながら、自立した市民社会を構築することを目指しています。

行政からの事業受託を通じて、行政との協働を進めました。

（１）以下のNPO法人及び団体とネットワークを構築し、活動サポートや交流を行いました。

財団法人青い森地域創造基金パンフレット

Enショップ

(復興支援コミュニティビジネスモデル事業
業務 )

（あおもり新しい公共支援事業委託業務）

相手先 事　業　名 内　容 備　考

青森県
２４年度あおもり新しい公共支援
事業運営委員会運営等事業

新しい公共支援事業を円滑に行うため
に設置された運営委員会の運営等業務
を行いました。

委託事業：青森県

青森県
２４年度あおもり新しい公共支援
事業委託業務

新しい公共事業委託業務として、NPO
等の活動基盤のための支援事業、寄付
金募集支援事業を行いました。

委託事業：青森県

青森県
復興支援コミュニティビジネスモ
デル事業業務

東日本大震災の影響による失業者を新
たに雇用し、コミュニティビジネスの
支援や実施出来る人の育成を目的に被
災地調査や En ショップの運営を行い
ました。

委託事業：青森県

平成２４年度事業報告
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●	サンネット青森

●	青森県環境パートナーシップ

●	青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構

●	地域センターあおもり

●	tecoLLC

●	NPO 推進青森会議

●	弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる

●	IT 事業センターはちのへ

●	アートコアあおもり

●	アート NPOリンク

●	活き粋あさむし

●	おいでよあぶらかわ会

●	ふうあの会

●	ごしょがわら恵鈴会

●	プロ・ワークス十和田

●	日々木の森

●	harappa

●	レスパイトハウスWA

●	アニマルサポート青森

●	青森県日本文化を伝承する会

●	あおもり男女共同参画をすすめる会

●	どあどあラウンド

●	循環型社会創造ネットワーク（CROSS）

●	十和田 NPO子どもセンター・ハピたの

●	子どもネットワーク・すてっぷ

●	むつ下北子育て支援ネットワークひろば

●	夢

●	あおもりラジオくらぶ

●	プランニングネットワーク東北

●	NPOサポートセンター

●	日本 NPOセンター

●	シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

●	大阪ボランティア協会

●	会計基準協議会

●	ワールド・ビジョンジャパン

●	ふくおかNPOセンター

●	日専連ホールディングス

●	青い森地域創造基金

●	ういむい未来の里協議会

運営委員会

(あおもり新しい公共支援事業運営委員会等
業務 )

平成 24 年度 事業報告
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企業との協働

(1)　（協）日専連ホールディングスとの協働による、「NPO応援団カード」（クレジットカードでの買い物

の額の一定割合を指定したNPOに寄付できる）の普及に努めました。

　　登録 NPO：41 団体 

　　カード成約者：756 人 (13/3/31 現在 )

　　ANPOS への寄付金 92,896 円

（2）損保ジャパン、日本NPOセンター、青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構と協働し、王余魚

沢倶楽部の森で希少生物の保護プロジェクト SAVE	JAPAN プロジェクトに参加しました。

平成 24 年度 事業報告

3あおもり NPO サポートセンターの活動がメディアに取り上げられました。

読売新聞　2011 年 12 月 29 日

朝日新聞　2012 年 8月 20 日

東奥日報　2012 年 6月 15 日

http://savejapan-pj.net /

Web約款で日本の自然を守ろう！

2012年は
全国47都道府県で
活動を行います。

Supported by  

サンショウウオが棲む森の
大切な命たちを見つけよう！守ろう！

美人川水系の美しい水に育まれた青森市王余魚沢
� � � � �

の森。サンシ
ョウウオが棲む森です。水辺で遊び、感性を磨きながら、水と
共に生きる希少生物と、森の豊かさを実感してみませんか。

森を「見る」「知る」「感じる」体験プログラム
始まります。

写真提供／大瀬将司（弘前市）

サンショウウオの成体

サンショウウオの幼生

王余魚沢倶楽部
（旧小学校）

サンショウウオが棲む森
【グリーンパークなみおか】
（王余魚沢倶楽部の森）

青森
空港

⇨

⇦浪岡市街地

浪岡
ダム

⇨

王余魚沢集落

主催／特定非営利活動法人青森県ふるさとづくりプラットフォーム機構
青森市新町１丁目 13－7 和田ビル３F TEL&FAX 017-776-5995

共催／特定非営利活動法人日本NPOセンター
特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンタ−
特定非営利活動法人青森県環境パートナーシップセンター
ういむい未来プロジェクトチーム

協賛／損保ジャパン

裏面をご覧下さい

東奥日報　2012 年 9月 15 日

東奥日報　2012 年 12 月 7日
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その他 NPO 法人会計基準及び認定 NPO 法人制度の普及講習会を行いました。

全国のNPO法人等との連絡会議に出席するとともに、それらの情報をホームページ及びニュースレター

（ANPOS 通信）で発信しました。

4 ４−１　普及啓発

４−２　情報収集および発信

東日本大震災後の NPO 人材育成や情報発信等に努めました。

NPO 法人会計基準協議会に参加し、会計基準の普及に努めました。また、内閣府と連携し、全国自治体

への会計基準の説明を行いました。

新しい公共支援事業の終了にあたり、今後のNPOへの支援等を要望書として自民党、公明党、維新の会

に提出するとともに、全国のNPO団体にNPO連絡会議の設置を呼びかけました。

11月に青森県内のNPO法人の会計基準準拠率を調査しました。残念なことに青森県内240法人を調査し、

基準準拠は 7団体でした。

持続可能な地域社会構築のために、今年度で終了する新しい公共支援事業に変わる支援策をNPOの基盤

整備の必要性に重点をおいた要望書として自民党、公明党、日本維新の会に提出した。

NPO、一般社団・財団法人の設立相談・運営相談を行いました。 ミッションとゴールの確定、事業計画

の作成、定款その他提出書類の作成、登記作業、事業運営などを支援しました。

法人設立・運営支援

●一般社団法人日々木の森運営支援

●一般財団法人　青い森地域創造基金　設立運営支援

● NPO 法人サンネット青森の運営支援

　　団体及び個人　　　　　　　1 ヶ月平均         2 件以上

　　電話相談問い合わせ　　　　1 ヶ月平均    900 件以上

　　郵便・FAX・DM　 　　　 　1 ヶ月平均    200 件

　　メール　　　　　　　　　　1 ヶ月平均 2,000 件以上

４− 3　NPO、一般社団法人設立・運営

４− 4　調査研究・政策提言

４− 5　その他の自主事業

事　業　名 内　容 備　考
人材育成事業 ワールド・ビジョンジャパン、日本 NPO センター及

び全国の中間支援センターと協働し、岩手、宮城、福
島の三県で NPO 人材育成強化プロジェクトを展開し、
三県での NPO の人材育成に当たりました。

廃校活用プロジェクト運営 今年は、カフェ及びショップの運営を tecoLLC にお願
いし、サポートセンターとしては、
9 月 15 日から 23 日のかれいざわアート ICHIBA を開
催（りんご箱市場、カレー大会、カフェ及びショップ
の運営等）を行うとともにういむい未来の里協議会と
協働し王余魚沢倶楽部の森の活用を模索しました。ま
た、全国藍染工房展も行いました。かれいざわを訪れ
た年間来場者は 10000 人にのぼります。

助成事業：公益財団
法人文化・芸術によ
る 福 武 地 域 振 興 財
団、財団法人アサヒ
ビール芸術文化財団

第 5回全国藍染め工房展のDM

かれいざわアート ICHIBA の様子

NPO 法の改正・施行による代表権の問題、定款変更の問題について情報発信を行うとともに相談業務に

あたりました。

創刊号

このニュースレターは、総会・スタッフ紹
介・事業の状況・お知らせ・今後のスケ
ジュールを会員を含む市民の皆様に報告する
と共に、あおもりＮＰＯサポートセンターの
活動に賛同し、応援してくださる仲間を獲得
するために発行します。

ニュースレター創刊の趣旨

夏

特定非営利活動法人
あおもり サポートセンター

あおもり サポートセンターは、
相互の連携、情報の収集・発信、
活動に関する支援などを具体的に

行い、社会貢献することを目的に設立
しました。行政・企業とのパートナー
シップを築きながら、市民・行政・企
業とのプラットホーム構想の具体化を
図りながら、自立した市民社会をめざ
して活動しています。
今年度は 法人としての透明性・公平性・事業効果の確保の促進

を図りながら、信頼と責任をもった自立活動団体として、認定 法
人化に向けて準備をすすめていきたいと思っています。

私たちの手で公共を創り出す、社会を変えるを仕事にする、あお
もりＮＰＯサポートセンターをこれからも応援よろしくお願いいたし
ます。

創刊にあたって

あおもりＮＰＯサポートセンター
理事長 田中弘子

平成 年度総会の報告

月 日（土）１４：００より、あおもりＮＰＯサ
ポートセンター平成 年度総会が開催されました。
総会の資料については、当法人のホームページ

（ ）をご覧くださ
い。

平成 24 年度 事業報告
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●弘前市さんかくセミナー企画委員

●こども☆ひかりプロジェクトフォーラム（仙台）コーディネーター

●第 54回全国社会教育研究大会山梨大会第５分科会講師

●西北地域男女共同参画ネットワーク研修会講師

●青森県総合社会教育センター主催講師

●三沢市まち・きらきらセミナー講師（12月～ 3月）

●ＮＰＯ法人ＷＡＮ（ウイメンズアクションネットワーク）総会出席

●女性の活躍推進シンポジウム＆交流会出席

●文化ボランティアネットワーク実行委員会出席

●弘前市 ( 仮称 ) 駅前分庁舎コミュニケーションゾーン運営協議会委員

●文化ボラネット（文化ボランティアネットワーク）実行委員

以下の事業、プロジェクト、フォーラム、セミナー、委員会等に参画

しました。

● NPO/NGO に関する税・法人制度改革連絡会

●全国アートＮＰＯフォーラム

●アサヒアートフェスティバル 2012

●社会的責任向上のための NPO/NGO ネットワーク

●全国 NPO 法人 CEO 会議

●会計基準協議会

● SAVE JAPAN プロジェクト

● NPO 育成・強化プロジェクト

●市民ファンド推進連絡会

●松山市「新しい公共のこれから」フォーラム

●福島市「市民ファンド勉強会」

●自治体職員のための NPO 講座

●八戸地域社会研究会

●市民ファンド報告会

●企業メセナ協議会

●青森市地域コミュニティ・ガイドライン審議会

●青森県生涯学習審議会

●あおもり新しい公共支援事業運営委員会委員

●社会福祉法人抱民舎理事長

●弘前市社会福祉協議会理事

●日本ソーシャルワーカー協会理事

●ＮＰＯ法人青森県男女共同参画研究所理事

●弘南鉄道大鰐線活性化推進事業実行委員会委員

●青森県総合計画審議会委員会委員

●あおもりコミュニティビジネス表彰審査委員会委員　

●青森県総合計画審議会委員

●あおもり新しい公共支援事業運営委員会委員

●あおもりコミュニティビジネス表彰審査委員

●弘前市まちづくり１％システム審査委員

●社会福祉法人民舎理事長

●弘前市社会福祉協議会理事

●日本ソーシャルワーカー協会理事

●青森県ソーシャルワーカーデー実行委員

●青森県アピオあおもり運営委員

●津軽男女共同参画まつり in 弘前実行委員会委員長

●国際子ども文化芸術交流実行委員会理事

４− 6　交流（含む講座・セミナーの企画運営、プログラムの提供、講師派遣）

（1）2013 年 4 月 30 日現在の会員数は以下の通りです。会員のプライバシーを守るために、名簿の

　　管理を厳重に行いました。

　　正会員…個人３７人、準会員…個人８人

（2）定例総会及び臨時総会をを開催しました (6/2、11/24)。

（3）理事会を 3 回開催しました (6/2、9/4、11/24)。

（4）平成 25 年 1 月 17 日付けで仮認定 NPO 法人となりました。

（5）社労士に労働保険等の業務を外注し、事務作業の軽減化を図りました。

(1) 会計処理を容易かつ迅速に行うため、コンピュータ処理を行いました。

(2) 経理の透明性を図り円滑に事業を行うために、事業会計については各事業の会計担当を決め、処

理を行いました。また、税理士に経理業務を外注し、一層の透明性に努めました。

●活動計算書
●貸借対照表
●財産目録
●財務諸表の注記
●監査報告書

４− 7　総務・労務関係

４− 8　会計関係

平成 24 年度 事業報告

平成 24 年度会計報告

　「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとおし、他の団体との交流を図るとともに、県内外を問わず、

他団体及び企業との情報の交換を進めました。
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法人名：

年 月 日 ～ 年 月 日

 

 

一般財団設立

次期繰越正味財産額

管理費計

当期正味財産増減額 △ 5,208,678 △ 2,237,678
前期繰越正味財産額

　　経常費用計

その他経費計

会議費
旅費交通費

人件費計
（2）その他経費

（1）人件費
給料手当

管理費

その他経費計
事業費計

雑費

減価償却費
諸会費

支払手数料

外注費
材料費

研修費
寄付金

地代家賃

諸謝金
租税公課

新聞図書費
保険料

会議費
賃借料

水道光熱費
交際費

広告宣伝費
燃料費

修繕費
印刷製本費

消耗品費
事務用品費

荷造運賃

旅費交通費
通信費

人件費計
（2）その他経費

法定福利費
福利厚生費

給料手当
臨時雇金

事業費
（1）人件費

　　経常収益計
Ⅱ 経常費用

受取利息
雑収益

受託事業
その他収益

事業収益
自主事業

受取助成金等
受取助成金

受取寄付金
負担金収入

正会員受取会費
受取寄付金

Ⅰ 経常収益
受取会費

(単位：円)

科　　目
金　　額

収益事業 非収益事業 合計

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

活　動　計　算　書　
平成24 平成25 まで

法人名：

　 　 年 月 　 　 　

負債及び正味財産合計

金　　額

当期正味財産増減額 △ 2,237,678
正味財産合計

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

固定負債合計
負債合計

固定負債
役員借入金

預り金
流動負債合計

未払金
他事業借入金

Ⅱ 負債の部
流動負債

固定資産合計
資産合計

保証金
投資その他の資産計

無形固定資産計
（3）投資その他の資産

（2）無形固定資産
ソフトウエア

工具器具備品
有形固定資産計

建物
構築物

固定資産
（1）有形固定資産

流動資産合計

立替金
他事業貸付金

現金預金
未収金

Ⅰ 資産の部
流動資産

(単位：円)

科　　目

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

貸　借　対　照　表
　 平成25 日現在 　
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法人名：

年 月 日 ～ 年 月 日

 

 

一般財団設立

次期繰越正味財産額

管理費計

当期正味財産増減額 △ 5,208,678 △ 2,237,678
前期繰越正味財産額

　　経常費用計

その他経費計

会議費
旅費交通費

人件費計
（2）その他経費

（1）人件費
給料手当

管理費

その他経費計
事業費計

雑費

減価償却費
諸会費

支払手数料

外注費
材料費

研修費
寄付金

地代家賃

諸謝金
租税公課

新聞図書費
保険料

会議費
賃借料

水道光熱費
交際費

広告宣伝費
燃料費

修繕費
印刷製本費

消耗品費
事務用品費

荷造運賃

旅費交通費
通信費

人件費計
（2）その他経費

法定福利費
福利厚生費

給料手当
臨時雇金

事業費
（1）人件費

　　経常収益計
Ⅱ 経常費用

受取利息
雑収益

受託事業
その他収益

事業収益
自主事業

受取助成金等
受取助成金

受取寄付金
負担金収入

正会員受取会費
受取寄付金

Ⅰ 経常収益
受取会費

(単位：円)

科　　目
金　　額

収益事業 非収益事業 合計

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

活　動　計　算　書　
平成24 平成25 まで

法人名：

　 　 年 月 　 　 　

負債及び正味財産合計

金　　額

当期正味財産増減額 △ 2,237,678
正味財産合計

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

固定負債合計
負債合計

固定負債
役員借入金

預り金
流動負債合計

未払金
他事業借入金

Ⅱ 負債の部
流動負債

固定資産合計
資産合計

保証金
投資その他の資産計

無形固定資産計
（3）投資その他の資産

（2）無形固定資産
ソフトウエア

工具器具備品
有形固定資産計

建物
構築物

固定資産
（1）有形固定資産

流動資産合計

立替金
他事業貸付金

現金預金
未収金

Ⅰ 資産の部
流動資産

(単位：円)

科　　目

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

貸　借　対　照　表
　 平成25 日現在 　
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平成 24 年度 事業報告

法人名：

　 　 年 月 　 　 　

未収金

負債合計

役員借入金

正味財産

固定負債合計

固定負債
流動負債合計

社会保険料他
他事業借入金

源泉所得税
預り金

受託事業返還金
水道光熱費他

未払法人税等
未払消費税

未払金
流動負債

Ⅱ 負債の部
資産合計

固定資産合計

保証金　復興支援事業　　青森県
保証金　新しい公共運営　青森県
保証金　新しい公共事業　青森県

（3）投資その他の資産
ソフトウエア

エアコン
（2）無形固定資産

プリンター機器　LBP9100C
パソコン

デスクトップパソコン
モニター　ＡＱＵＯＳ

工具器具備品

構築物
看板

やまげんビル改修工事
建物

（1）有形固定資産
固定資産
流動資産合計

立替金
他事業貸付金

普通預金　郵便貯金　

普通預金　青森銀行　　№3022275
普通預金　青森銀行　　№3022580
普通預金　青森銀行　　№3027358

普通預金　青森銀行　　№3019987
普通預金　青森銀行　　№3017798

普通預金　青森銀行　　№3014320

普通預金　青森銀行　　№1160421

普通預金　青森銀行　　№1009261
普通預金　青森銀行　　№12281

普通預金　青森銀行　　№1448639
普通預金　みちのく銀行　　№３５５８８８６

小口現金
現金預金
流動資産

(単位：円)

科　　目　・　摘　　要 金　　額

Ⅰ 資産の部

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

財　産　目　録
　 平成25 日現在 　



1．
　　

（1）

（2）

2．

(単位：円)
復興支援 Ｅｎｼｮｯﾌﾟ
非収益事業 収益事業

Ⅰ

Ⅱ
（1）

（2）

△ 529,079 △ 557,208 △ 371,158 △ 134,292 △ 125,813 △ 796,000 △ 2,766,204 △ 2,182,842 △ 54,836 △ 2,237,678

使途等が制約された寄付などの内訳
使途等が制約された寄付などの内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は21,523,396円ですが、そのうち557,128円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は20,966,268円です。

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
Ｅｎショップ売上 「利益を目的とせず、収益金は東日本大震災の
（アンテナショップ） 復興支援サポート活動をしている団体へ寄付」

と、お客様や協力企業などへの当初の約束通り
資産の残高について寄付を行う。

期首取得価額 取得 減少 減価償却費 期末取得価額

　

　

　
合　　計

期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

固定資産の増減は以下の通りです。

科　　目

固定資産の増減内訳

短期借入金

構築物
工具器具備品

無形固定資産

投資その他の資産

(単位：円)

借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

地代家賃

科　　目

有形固定資産
建物

外注費

その他経費計
　事業費計

保険料
諸謝金

支払手数料
減価償却費

材料費

支払寄附金

　当期経常増減額

研修費

租税公課

賃借料
新聞図書費

交際費
会議費

雑費

諸会費
一般財団設立

燃料費
水道光熱費

印刷製本費
広告宣伝費

事務用品費
修繕費

消耗品費

通信費
荷造運賃

その他経費
旅費交通費

福利厚生費
人件費計

法定福利費

人件費
給料手当

　経常収益計
経常費用

受取助成金等

消費税等の会計処理

事業収益
その他収益

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

廃校活用 森とカフェりんご農園 森林づくり農業東青人財訓練

有形固定資産の内、建物については、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

一般新しい公共
運営委員会

その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

公益法人寄附新しい公共支援
収益事業基金訓練

財務諸表の注記

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。

固定資産の減価償却の方法

(単位：円)

内容 備考

事業部門計 管理部門 合計

受取寄付金

経常収益
受取会費

臨時雇金

13
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平成 24 年度 事業報告

法人名：

　 　 年 月 　 　 　

未収金

負債合計

役員借入金

正味財産

固定負債合計

固定負債
流動負債合計

社会保険料他
他事業借入金

源泉所得税
預り金

受託事業返還金
水道光熱費他

未払法人税等
未払消費税

未払金
流動負債

Ⅱ 負債の部
資産合計

固定資産合計

保証金　復興支援事業　　青森県
保証金　新しい公共運営　青森県
保証金　新しい公共事業　青森県

（3）投資その他の資産
ソフトウエア

エアコン
（2）無形固定資産

プリンター機器　LBP9100C
パソコン

デスクトップパソコン
モニター　ＡＱＵＯＳ

工具器具備品

構築物
看板

やまげんビル改修工事
建物

（1）有形固定資産
固定資産
流動資産合計

立替金
他事業貸付金

普通預金　郵便貯金　

普通預金　青森銀行　　№3022275
普通預金　青森銀行　　№3022580
普通預金　青森銀行　　№3027358

普通預金　青森銀行　　№3019987
普通預金　青森銀行　　№3017798

普通預金　青森銀行　　№3014320

普通預金　青森銀行　　№1160421

普通預金　青森銀行　　№1009261
普通預金　青森銀行　　№12281

普通預金　青森銀行　　№1448639
普通預金　みちのく銀行　　№３５５８８８６

小口現金
現金預金
流動資産

(単位：円)

科　　目　・　摘　　要 金　　額

Ⅰ 資産の部

仮認定特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

財　産　目　録
　 平成25 日現在 　
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「あおもり NPO プラットフォーム構想」は、東奥日報社・プランニングネットワーク東北・あおもり

NPOサポートセンターが中心となり、県内外の市民活動団体	や企業等と穏やかなネットワークを構築し、

情報の共有を行うとともに、事業の協力を行いながら、自立した市民社会を構築することを目指していま

す。

（1）様々な団体・個人とネットワークを構築し、活動サポートや交流を行います。

行政からの事業受託を通じて、行政との協働を進めます。

相手先 事　業　名 内　容 備　考
青森県 あおもり新しい公共支援事業運営

委員会運営等事業
新しい公共支援事業を円滑に行うた
めに設置された運営委員会の運営等
業務を行います。

委託事業：青森県

青森県 NPO 活動基盤強化支援事業 青森県内の認定ＮＰＯ法人を増やす
ために NPO 法人の育成を行います。
また、会計基準及び認定ＮＰＯ法人
制度の普及活動を行います。

委託事業：青森県

青森市 青森国際版画トリエンナーレ準備
委員会

青森市から青森版画トリエンナーレ
についての今後を考える事業を受託
し、今後の検討とともに来年度新し
い形での実施ができるよう案を策定
します。

委託事業：青森市

あおもり NPO プラット
フォーム構想の具体化

1

行政との協働

2

(1)　（協）日専連ホールディングスとの協働による、「NPO応援団カード」（クレジットカードでの買い物

の額の一定割合を指定したNPOに寄付できる）の普及に努めます。特に、新しく誕生した NPO法人へ

のＰＲを強化します。

（2）損保ジャパン、日本NPOセンター、ういむい未来の森協議会と協働し、王余魚沢倶楽部の森で希少

生物の保護プロジェクト SAVE	JAPAN プロジェクトに参加します。

企業との協働

3

平成 25 年度 事業計画

平成２５年度事業計画

その他

4
損保ジャパンの助成金を活用し、NPO 法人会計

基準及び認定 NPO 法人制度の普及に努めます。

全国の NPO法人等との連絡会議に出席するとと

もに、それらの情報をホームページ及び会報で発

信しました。

NPO の設立相談・運営相談を行います。 

ミッションとゴールの確定、事業計画の作成、定

款その他提出書類の作成、登記作業、事業運営な

どを支援します。

４−１　普及啓発

４−２　情報収集および発信

４−３　NPO 設立・運営支援

４−５　労働保険事業組合事業

労働保険事業組合としての業務を行うとともに、

NPO 法人、地域中小企業の労働保険への加入を

働きかけます。

あおもり NPO 連絡会議の問題提起を通して県な

どに政策提言を行います。

全国支援センター連絡会議に参加し、ＮＰＯ法等

の改正に務めます。

４−４　調査研究・政策提言

４−６　その他の自主事業

４−７　交流

４−８　総務関係

４− 9　会計関係
会計処理を容易かつ迅速に行うため、コン

ピュータ処理を行います。

経理の透明性を図り円滑に事業を行うため

に、事業会計については各事業の会計担当

を決め、処理を行うとともに税理士事務所

に会計管理を外注いたします。

会員のプライバシーを守るために、名簿の管理を

厳重に行います。

70 名を目標に会員獲得に務めます。

「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとお

し、他の団体との交流を図るとともに、県内外を

問わず、他団体及び企業との情報の交換を進めま

す。

東日本大震災支援の「心をつなぐポータルサイト」

の運営を行います。

廃校活用事業「かれいざわアート ICHIBA」を開

催します。また、地域住民の参加を求めながら、

藍染め工房展や生ハムづくり講座を開催します。

市民団体・ＮＰＯを対象とした情報発信等のイン

ターネット活用講座を開催します。
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(1)　（協）日専連ホールディングスとの協働による、「NPO応援団カード」（クレジットカードでの買い物

の額の一定割合を指定したNPOに寄付できる）の普及に努めます。特に、新しく誕生した NPO法人へ

のＰＲを強化します。

（2）損保ジャパン、日本NPOセンター、ういむい未来の森協議会と協働し、王余魚沢倶楽部の森で希少

生物の保護プロジェクト SAVE	JAPAN プロジェクトに参加します。

企業との協働

3
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その他

4
損保ジャパンの助成金を活用し、NPO 法人会計

基準及び認定 NPO 法人制度の普及に努めます。

全国の NPO法人等との連絡会議に出席するとと

もに、それらの情報をホームページ及び会報で発

信しました。

NPO の設立相談・運営相談を行います。 

ミッションとゴールの確定、事業計画の作成、定

款その他提出書類の作成、登記作業、事業運営な

どを支援します。

４−１　普及啓発

４−２　情報収集および発信

４−３　NPO 設立・運営支援

４−５　労働保険事業組合事業

労働保険事業組合としての業務を行うとともに、

NPO 法人、地域中小企業の労働保険への加入を

働きかけます。

あおもり NPO 連絡会議の問題提起を通して県な

どに政策提言を行います。

全国支援センター連絡会議に参加し、ＮＰＯ法等

の改正に務めます。

４−４　調査研究・政策提言

４−６　その他の自主事業

４−７　交流

４−８　総務関係

４− 9　会計関係
会計処理を容易かつ迅速に行うため、コン

ピュータ処理を行います。

経理の透明性を図り円滑に事業を行うため

に、事業会計については各事業の会計担当

を決め、処理を行うとともに税理士事務所

に会計管理を外注いたします。

会員のプライバシーを守るために、名簿の管理を

厳重に行います。

70 名を目標に会員獲得に務めます。

「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとお

し、他の団体との交流を図るとともに、県内外を

問わず、他団体及び企業との情報の交換を進めま

す。

東日本大震災支援の「心をつなぐポータルサイト」

の運営を行います。

廃校活用事業「かれいざわアート ICHIBA」を開

催します。また、地域住民の参加を求めながら、

藍染め工房展や生ハムづくり講座を開催します。

市民団体・ＮＰＯを対象とした情報発信等のイン

ターネット活用講座を開催します。
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あおもり NPO サポートセンターでは、社会的責

任向上のための NPO/NGO ネットワーク会議に

参加し、ISO26000 の普及に取り組んでまいりま

した。私達は、普及にあたり、まず自身の SR へ

の取組を促進すべきとの判断から、下記事項を当

センターの果たすべき取組として行なって参りま

す。

１，組織統治

　　コンプライアンス規程の明文化等

２，人権

　　労働における基本的原則・権利等

３，環境

　　持続可能な資源の使用等

４，公正な事業慣行

　　SR 調達、知的所有権の尊重等

５，消費者課題

　　根拠の開示、使途の開示等

６，コミュニティ参画・開発

　　雇用創出・建興・社会的責任等

４− 10 社会的責任（SR）への取組

その他

4

18
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昨年の通常総会及び臨時総会で定款変更を行いましたが、更に変更を必要とする部分が出て来ました。

これは、当法人が法令を遵守するためにも変更を行う必要のある箇所です。

例、　委託金の入金が遅れ、人件費等が不足した場合、借入をしなくてはなりません。返済を委託金入金後すぐに行う約束で借入を

　　したとし、それが事業年度内に実行出来れば問題はないのですが、年度をまたいだ場合、現行の定款のままでは定款に反するこ　

　　ととなり法令を遵守するということから考えてもいいことではありません。また、認定を申請する上でも欠格事項となってしま

　　います。そこで、定款の一部を下記のように変更致します。

変　更　前 変　更　後 変更しようとする時期
（権能）
第 23 条 総会は、次の各号に掲げる事項に
ついて審議し、議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 借入金（ただし、当該事業年度内の収
益をもって償還する短期借入金を除く。第
49 条において同じ。）その他新たな義務の
負担及び権利の放棄
(7) その他、理事会が総会に付すべき事項
として議決した事項

権能）
第 23 条 総会は、次の各号に掲げる事項に
ついて審議し、議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 借入金（ただし、1 年以内の収益をもっ
て償還する短期借入金を除く。第 49 条に
おいて同じ。）その他新たな義務の負担及
び権利の放棄
(7) その他、理事会が総会に付すべき事項
として議決した事項

定款変更認証の日から

（附則）

10　平成 25 年 5 月 25 日、定款の一部を
改正し、定更認証の日から施行する

定款変更認証の日から

理事候補　　　　田中　弘子

　　　　　　　　今　　　隆

　　　　　　　　野月ひさ子

　　　　　　　　三澤　　章

　　　　　　　　中橋　麻子

　　　　　　　　越谷　秀昭

　　　　　　　　斉藤　雅美

　　　　　　　　ヴィクター・カーペンター

　　　　　　　　伊藤　圓子

　　　　　　　　柳沢　拓哉

　　　　　　　　北岡　聖子

監事候補　　　　鳥越　正美

　　　　　　　　夏目　浩光

以上

役　員　案定款の変更について
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役　員　案定款の変更について




