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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 6,900,097 
   現金　本部 30,626   前　受　金 2,730,000 
   預金　本部三菱 888,797   預　り　金 824,848 
   預金　本部みずほ 690,098    流動負債  計 10,454,945 
   預金　本部郵便 52,460  【固定負債】
   預金　関西 2,957,664   長期借入金 42,764,919 
   預金　サポ委託金用郵便 33,583    固定負債  計 42,764,919 
   預金　サポステ郵便 171,061 負債合計 53,219,864 
   預金　遍路郵便 22,133 
   預金　遍路郵便振替 152,900  【正味財産】
   預金　遍路郵便入金用 100,116   前期繰越正味財産額 △ 25,832,789 
   現金　遍路 △ 21,230   当期正味財産増減額 △ 7,593,357 
   預金　センター 1,295,283    正味財産　計 △ 33,426,146 
   現金　レスキュー 50,560 正味財産合計 △ 33,426,146 
   現金　マンマ 363,571 
   預金　マンマ 218,273 
  現金　おかあさんといっしょ 49,857 
  預金　おかあさんといっしょ 175,181 
   預金　えんがわ 64,317 
   現金　お手伝い屋 43,875 
   預金　お手伝い屋 195,149 
   預金　わくわく 79,025 
    現金・預金 計 7,613,299 
  （売上債権）
   未　収　金 2,262,330 
    売上債権 計 2,262,330 
  （その他流動資産）
   立　替　金 65,365 
    その他流動資産  計 65,365 
     流動資産合計 9,940,994 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   建物附属設備 1,679,998 
   車両運搬具 401,642 
   什器　備品 10,920 
    有形固定資産  計 2,092,560 
  （投資その他の資産）
   保　証　金 6,089,000 
    投資その他の資産  計 6,089,000 
     固定資産合計 8,181,560 
 【繰延資産】
  繰延　資産 1,671,164 
   繰延資産  計 1,671,164 

資産合計 19,793,718 負債及び正味財産合計 19,793,718 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2016年12月31日 現在
NPO法人　ニュースタート事務局



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現金　本部 30,626 
      預金　本部三菱 888,797 
      預金　本部みずほ 690,098 
      預金　本部郵便 52,460 
      預金　関西 2,957,664 
      預金　サポ委託金用郵便 33,583 
      預金　サポステ郵便 171,061 
      預金　遍路郵便 22,133 
      預金　遍路郵便振替 152,900 
      預金　遍路郵便入金用 100,116 
      現金　遍路 △ 21,230 
      預金　センター 1,295,283 
      現金　レスキュー 50,560 
      現金　マンマ 363,571 
      預金　マンマ 218,273 
      現金　おかあさんといっしょ 49,857 
      預金　おかあさんといっしょ 175,181 
      預金　えんがわ 64,317 
      現金　お手伝い屋 43,875 
      預金　お手伝い屋 195,149 
      預金　わくわく 79,025 
        現金・預金 計 7,613,299 
    （売上債権）
      未　収　金 2,262,330 
        売上債権 計 2,262,330 
    （その他流動資産）
      立　替　金 65,365 
        その他流動資産  計 65,365 
          流動資産合計 9,940,994 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建物附属設備 1,679,998 
      車両運搬具 401,642 
      什器　備品 10,920 
        有形固定資産  計 2,092,560 
    （投資その他の資産）
      保　証　金 6,089,000 
        投資その他の資産  計 6,089,000 
          固定資産合計 8,181,560 
  【繰延資産】
    繰延　資産 1,671,164 
      繰延資産  計 1,671,164 
        資産の部  合計 19,793,718 

  【流動負債】
    未　払　金 6,900,097 
    前　受　金 2,730,000 
    預　り　金 824,848 
      流動負債  計 10,454,945 
  【固定負債】
    長期借入金 42,764,919 
      固定負債  計 42,764,919 
        負債の部  合計 53,219,864 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人　ニュースタート事務局
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2016年12月31日 現在全事業所



NPO法人　ニュースタート事務局
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2016年12月31日 現在全事業所
        正味財産 △ 33,426,146 



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 50,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 3,032,000 
  【受取助成金等】
    受取助成金 3,033,558 
  【事業収益】
    事業　収益 81,218,366 
    受託事業収益 24,115,828 105,334,194 
  【その他収益】
    受取　利息 1,724 
        経常収益  計 111,451,476 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 14,682,200 
      通　勤　費(事業) 702,316 
      法定福利費(事業) 348,591 
      福利厚生費(事業) 611,312 
        人件費計 16,344,419 
    （その他経費）
      業務委託費(事業) 11,324,140 
      諸　謝　金 162,590 
      印刷製本費(事業) 38,890 
      材　料　費(事業) 12,114,094 
      旅費交通費(事業) 4,476,234 
      通信運搬費(事業) 1,889,682 
      消耗品　費(事業) 2,368,910 
      新聞図書費(事業) 60,351 
      修　繕　費(事業) 2,138,991 
      水道光熱費(事業) 7,021,632 
      地代　家賃(事業) 39,403,568 
      賃  借  料(事業) 1,039,934 
      広告宣伝費(事業) 29,160 
      保　険　料(事業) 172,671 
      諸　会　費(事業) 21,580 
      租税　公課(事業) 121 
      研　修　費 8,000 
      支払手数料(事業) 2,397,059 
      雑　　　費(事業) 207,932 
        その他経費計 84,875,539 
          事業費  計 101,219,958 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 1,200,000 
      通　勤　費 222,180 
      法定福利費 141,954 
      福利厚生費 258,358 
        人件費計 1,822,492 
    （その他経費）
      業務委託費 5,303,650 
      印刷製本費 66,840 
      旅費交通費 1,938 
      通信運搬費 179,933 
      消耗品　費 6,604 
      修　繕　費 290,813 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2016年 1月 1日  至 2016年12月31日NPO法人　ニュースタート事務局



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2016年 1月 1日  至 2016年12月31日NPO法人　ニュースタート事務局
      水道光熱費 457,426 
      地代　家賃 6,312,816 
      賃　借　料 618,302 
      広告宣伝費 280,800 
      保　険　料 504,400 
      諸　会　費 32,400 
      租税　公課 1,421,250 
      支払手数料 432,762 
      雑　　　費 22,449 
        その他経費計 15,932,383 
          管理費  計 17,754,875 
            経常費用  計 118,974,833 
              当期経常増減額 △ 7,523,357 
【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 △ 7,523,357 
        法人税、住民税及び事業税 70,000 
          当期正味財産増減額 △ 7,593,357 
          前期繰越正味財産額 △ 25,832,789 
          次期繰越正味財産額 △ 33,426,146 



特定非営利活動法人 ニュースタート事務局

１ 事業の成果

２ 事業の実施に関する事項

  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

支出額
（千円）

①情報提供・啓
発広報

講演会「長期ニート・ひきこもりの解決法」「親が変われば引きこもり・
ニートは解決する」、若者による「親にしてほしい5つのこと」を全国で
開催。「第10回ニート祭り」開催。千葉市こころの健康センターや学校
での講演等、他団体のイベントへ出演。月刊情報誌ニュースタート通
信の発刊。出版書籍の販売促進。

通年 全国 10 600 802

②カウンセリング
電話相談や親、若者との面接。若者の自宅を訪問する「レンタルお姉
さん・お兄さん」活動を全国で実施。「なんとかしよう親の会」を毎月開
催。

随時 全国 15 1,000 9,289

③職業体験
地域の提携店舗にて若者が研修。市川市「地域人づくり事業」実施
にて研修先の拡充。四国お遍路プロジェクト「百年遍路」を3回実施。
その他キャンプなど若者が実施するイベントを支援。

通年
千葉、
四国

8 150 2,332

④資格者養成 0

⑤介護保健事業 通所介護（デイサービス）事業所を運営。 ～10月 千葉 5 20 3,265

⑥教育事業
千葉県認可技能連携校「ニュースタート高等学院ライネル」の継続。
(今年度は休校)

0

⑦施設運営
若者が集団生活を送るための自前収容施設を運営。イタリアの学生
の3ヶ月の日本体験を受け入れ。働く若者のための寮「希望長屋」を
運営。

通年 千葉 15 70 46,605

⑧受託事業
厚生労働省委託の「いちかわ・うらやす若者サポートステーション」を
運営。3ヶ月間入寮する「厚生労働省　若年無業者等集中訓練プログ
ラム」を3回実施。

通年 千葉 10 1,000 22,418

⑨活動を円滑に
実施する事業

若者が仕事体験をするためのカフェベーカリー「えんがわ」、普段料
理の店「マンマ」、「何でもお手伝い屋」を営業。「星だまりライブ」を実
施。四国にて「お遍路ハウス」事業を開始。

通年
千葉、
四国

15
不特定
多数

16,508

平成２８年度　事業報告書

当方の事業はニート、ひきこもり、不登校、目的喪失等の若者の再出発を支援することを目的としている。
前年に引き続き、全国のひきこもりやニートの若者を訪問する「レンタルお姉さん」活動、若者たちが人間体

験・生活体験を積むための寮の運営、仕事体験の場所としてレストラン・カフェベーカリーなどの店舗を運営。
のべ約60名が寮にて共同生活を行った。また国際交流のためにイタリア人短期留学生を積極的に受け入れ、
多い時で3人のイタリア人が寮に滞在していた。

厚生労働省委託事業「いちかわ・うらやす若者サポートステーション」では、39歳までのニートを対象とし就労
支援のための相談やセミナーを行う。市川駅・新浦安駅前でサテライトも開所。「ステップアップ事業」として進
路決定者の定着支援及びキャリアアップ支援事業も行う。

市川市から助成を受けて市内の企業での就労体験を提供する「地域人づくり事業」は、大きな広がりを見せ
てのべ約70名が企業にて研修した。

広報活動としては、年度の前半は「長期ニート・ひきこもりの解決法」と題した講演会を関東1都3県で、後半
は「親が変われば引きこもり・ニートは解決する」と題した講演会を全国主要7都市で開催した。また入寮してい
る若者が実体験を語る「若者講演会 親にしてほしい5つのこと」を関東エリアを中心に開催した。

2月10日に行ったイベント「第10回ニート祭り」では、ニートの若者や生き方を悩む当事者ら約100名が来場。
雨宮処凛さん、phaさん、仲陽介さんをゲストに迎え、「ニート・ひきこもり的感性を生かせ！」と題して、朗読劇
やトークライブを行った。

老人通所介護（デイサービス）事業は10月で終了とし、今後は外部の研修先を開拓する。
新規事業では、四国の遍路道に再生した空き家なども含めながら遍路宿を運営する「お遍路ハウス四国88」

が稼働。宿のネットワークを構築することで、若者や外国人旅行者のお遍路さんを増やし、宿の管理人には
ニート経験者の若者なども据えていく。3月に第1号を、年度内には計11軒がオープンした。29年3月には更に
13軒がオープン予定だったため、年度内はその準備を行った。



預金　遍路郵便（百年遍路）、利息8円計上


